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駐日アイルランド大使館・在ダブリン日本大使館が主催する記念行事のほかにも、数多くの団体・個人の方が 60 周年を祝ってさまざまな 

イベントを企画されています。日本で開催されるイベントは本ページで随時ご案内いたします。 

また、ハッシュタグ #IrlJpn60 を使ってオンラインでも皆さんでこの記念の年を盛り上げましょう！ 

 
1 月 13 日（金） ICC 映画上映会「1916 The Irish Rebellion」 

主催： 早稲田大学 国際コミュニティセンター（ICC） 

会場： 早稲田大学11号館 708号教室 
www.waseda.jp/inst/icc/news/2016/12/09/7142 
 

2 月 16 日（木） 
 

ケルティック能 『鷹姫』 公演 

アイルランドを代表する劇作家であるウィリアム・バトラー・イェイツは日本の能に影響を受け、1916年に『鷹の井戸

（At the Hawk's Well）』を発表しました。 

この作品は1917年に初演を迎えた後、『鷹姫』として日本に伝わり、アイルランドと日本の演劇の伝統が見事に融合

した独特の作品となっています。本公演では日本の能楽師とアイルランドのコーラスグループ・アヌーナが共演しま

す。 
www.plankton.co.jp/takahime 
 

2 月 19 日（日） レバーハープ（アイリッシュハープ）の祭典 

主催： 日本ハープ協会 

会場： スクエア荏原1階 イベントホールA・B・C 

お問い合わせ： 事務局 TEL 090-2675-9015   Email enjoyharp@gmail.com 

 

3 月 4 日（土）＆ 

3 月 1 日（水）～ 

20 日（月・祝） 

アイルランド伝統音楽奉納演奏＆グリーンライトアップ 

主催： アイリッシュ・ネットワーク・ジャパン 三重支部 

会場： 奉納演奏 伊勢神宮外宮せんぐう館 まがたま池奉納舞台 

     ライトアップ 伊勢大鳥居（伊勢市観光モニュメント） 
www.inj.or.jp/group/inj-mie 
 

3 月 11 日（土）・ 

12 日（日） 

アイリッシュ・フェスティバル in Matsue 2017 

主催： アイリッシュ・フェスティバル in Matsue 2017実行委員会、松江市 

会場： カラコロエリア、松江市殿町・末次本町 
www.facebook.com/ifmatsue 
 

3 月 12 日（日） セントパトリックデーパレード横浜元町２０１７ 

主催： セントパトリックデーパレード横浜元町 実行委員会 

会場： 横浜元町ショッピングストリート 

www.inj-yokohama.com 
 

3 月 13 日（月）～ 

20 日（月・祝） 

イトーヨーカドー２０１７年セントパトリックスデー 

全国のイトーヨーカドー約130店舗でキャンペーン展開 

セブンパークアリオ柏では3月20日（月・祝）にアイリッシュミュージック＆ダンスのパフォーマンスイベントを開催 

bit.ly/2nNuAhH 
 

3 月 15 日（水）～ 

19 日（日） 

劇団俳小アイルランド近代劇一幕物二本立て公演「谷のかげ」「満月」 

作： ジョン・ミリントン・シング、グレゴリー夫人 

翻訳： 松村みね子 

上演台本・演出： 松本永実子(演劇企画JOKO) 

会場： 日暮里 d-倉庫 
www.haishou.co.jp 
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3 月 18 日（土） エメラルドボール東京2017 

主催： エメラルドボール東京2017実行委員会 

会場： 東京アメリカンクラブ 

www.emeraldballtokyo.net 
 

3 月 18 日（土） アイルランドフェスティバル in大阪 2017 

主催： アイリッシュネットワークジャパン大阪 

会場： なんば・道頓堀とんぼりリバーウォーク 

irishnjosaka.web.fc2.com 
 

3 月 18 日（土） 聖パトリックの祝日パーティー 

主催： ニセコ町国際交流推進協議会 

会場： ニセコ中央倉庫群 旧でんぷん工場 

www.facebook.com/nisekokokusaikouryuu 
 

3 月 18 日（土） 熊本セント・パトリックス・デイ・パレード 

主催： 熊本アイルランド協会 

会場： 熊本市 上通アーケード・下通アーケード・サンロード新市街 

www.kumamoto-ireland.org 
 

3 月 18 日（土） アイルランドの祭典 【セントパトリックスデイ 2017】 

主催： 沖縄市センター商店街振興組合／沖縄市 

会場： 中央パークアベニュー 
bit.ly/2oPt8Lo 
 

3 月 18 日（土）・ 

19 日（日） 

アイラブアイルランド・フェスティバル 2017 

アイルランドの特産品、アイリッシュパブ、伝統音楽・ダンスから最新の音楽までさまざまなパフォーマンス・アクト…

家族みんなで楽しめるお祭りは、セント・パトリックス・デーを祝うなら外せないイベントです。 

2016 年は 5 万人以上の来場を記録したアイラブアイルランド・フェスティバル（ILIF）は、2017 年、規模も魅力もさらに

大きくなって皆さんをお待ちしています。セント・パトリックス・デーの週末、東京で行われる数多くの祝賀イベントの中

心的存在が、代々木公園で行われるこの ILIF。ボランティアやスポンサーとして一緒に盛り上げてくださる方も募集

中。詳しくは ILIF 公式サイトをご覧ください。 
www.iloveireland.net 
 

3 月 19 日（日） 第 25 回 セント・パトリックス・デイ・パレード東京 

主催： アイリッシュ・ネットワーク・ジャパン東京パレ－ド実行委員会 

会場： 原宿・表参道 
www.inj.or.jp/event/tokyo-st-patricks-parade2017 
 

3 月 19 日（日） St. Patrick’s Festival Nagoya 

主催： アイリッシュ・ネットワーク・ジャパン名古屋 

会場： 大須観音付近、大須商店街 
www.inj.or.jp/group/inj-nagoya 
 

3 月 19 日（日） セントパトリックスデー パレード in 岡山 

主催： 岡山セントパトリックスデー実行委員会 

会場： 岡山県岡山市北区 西川緑道公園周辺 
irishinokayama.jimdo.com 
 

3 月 19 日（日） セント・パトリックス・デー パレード in 福岡 

主催： 日本ケルト協会 

会場： 新天町商店街 

www.celtic.or.jp 
 

3 月 19 日（日） Warm Hearts – Seibo Charity Concert 

主催： せいぼじゃぱん 

会場： What the Dickens Pub 
www.seibojapan.or.jp 
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3 月 20 日（月・祝） 第 6 回 高松アイルランドフェスティバル 

主催： 四国アイリッシュ・ネットワーク・ジャパン、アイリッシュ・パブ・ザ・クラック 

会場： 高松丸亀町壱番街前ドーム広場 

www.shikokuirishnetworkjapan.jimdo.com 
www.facebook.com/groups/Shikoku.INJ 
 

3 月 26 日（日） 福井パトリックスデー（グリーンアイルランドフェスティバル） 

主催： 福井パトリックスデー実行委員会 

会場： JR 福井駅西口再開発ビル「ハピリン」 
www.facebook.com/fukuipatricksday 
 

4 月 2 日（日）～ 

6 月 11 日（日） 

楽しい文化交流：アイルランド講座！ 

主催： ニセコ町国際交流推進協議会 

会場： ニセコ町民センター 研修室 5 
www.facebook.com/nisekokokusaikouryuu 
 

5 月 3 日（水・祝） 

～5 日（金・祝） 

バラクラ パラダイスガーデン アイリッシュダンス レッスン＆ダンスパーティー 

主催： バラクラ イングリッシュガーデン 

会場： 蓼科高原 バラクラ イングリッシュガーデン 
barakura.co.jp/event/2017/04/post-15283.html 
 

5 月 11 日（木）～ 

28 日（日） 
 

展覧会 『歓喜への孤独な衝動 (A Lonely Impulse of Delight)』 

会期： 5 月 11 日（木）～28 日（日） 10:00～17:00 ※月曜休館 

会場： 東京藝術大学・陳列館 

ダブリンの SO Fine Art Editions が招聘した 27 人の視覚芸術家と 5 人の作家がそれぞれイェイツの文学作品に着想

を得て創作した作品の展覧会が来日します。イェイツの文学的才能と、アイルランドや世界のアーティストに与える影

響の大きさをぜひ感じてください。 

同時開催： W.B.イェイツ版画展 
hanga.tokyo/yeats 
 

5 月 13 日（土）～ 

6 月 4 日（日） 

Celtic Vision アイルランド現代作家グループ展 

主催・会場： ティル・ナ・ノーグ ギャラリー 
tirnanogtokyo.com 
 

6 月 3 日（土） 日本・アイルランド外交関係樹立 60 周年記念講演会 「小泉八雲のみた神の国、日本」 

主催： 明治神宮国際神道文化研究所 

会場： 明治神宮参集殿 
www.meijijingu.or.jp/miri/info 
 

6 月 16 日（金）～ 

18 日（日） 

フェーレ東京 2017 

主催： コールタス・ジャパン（CCÉ ジャパン） 

会場： トーキョーコンサーツ・ラボ 
comhaltas.jp 
 

6 月 17 日（土）・ 

24 日（土） 

ラグビーテストマッチ「リポビタン Dチャレンジカップ 2017」日本代表 vs アイルランド代表 

6 月 17 日（土）14:00 キックオフ 静岡・エコパスタジアム 

6 月 24 日（土）14:40 キックオフ 東京・味の素スタジアム 

ラグビーアイルランド代表チームが来日し、日本代表とテストマッチを行います。2016 年 11 月にニュージーランド代

表に対し歴史的な勝利を果たし勢いに乗るアイルランド代表と、ホスト国として 2019 年ワールドカップでの栄光に照

準を合わせる日本代表の対戦は、両者にとって重要な戦いとなり、記憶に残るツアーになることでしょう。  
www.rugby-japan.jp 
 

6 月 27 日（火）～ 

2018 年 6 月 10日

（日） 

文学の宝庫 IRELAND ～ハーンと同時代を生きたアイリッシュ・ライターズ～ 

主催： 小泉八雲記念館 

共催： 松江市、NPO 法人松江ツーリズム研究会 

協力： ダブリン作家博物館 (Dublin Writers Museum) 

会場： 小泉八雲記念館 
www.hearn-museum-matsue.jp 
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7 月 1 日（土） アイリッシュミュージック サロンコンサート 

主催： KANAK 

会場： カフェアマルフィー 4F ピアノサロン 

www.carakanatea.com 
 

7 月 2 日（日） 2017 インターナショナル・フェスティバル in カワサキ アイルランド展示コーナー 

主催： 2017 インターナショナルフェスティバル実行委員会 

会場： 川崎市国際交流センター 

www.kian.or.jp 
 

7 月 8 日（土）～ 

17 日（月・祝） 

第２６回レインボー・リール東京（東京国際レズビアン＆ゲイ映画祭） 

主催： レインボー・リール東京運営委員会、NPO 法人レインボー・リール東京 

会場： シネマート新宿、青山スパイラルホール 

www.rainbowreeltokyo.com 
 

7 月 29 日（土）～ 映画『ブレンダンとケルズの秘密』劇場公開 

配給： チャイルド・フィルム、ミラクルヴォイス 

劇場： YEBISU GARDEN CINEMA ほか全国順次公開 

secretofkells.com 
 

8 月 4 日（金）～ 

11 月 5 日（日） 

ヨコハマトリエンナーレ 2017「島と星座とガラパゴス」 

（アイルランド人アーティスト キャシー・プレンダーガスト参加） 

主催： 横浜市、（公財）横浜市芸術文化振興財団、 ＮＨＫ、朝日新聞社、 横浜トリエンナーレ組織委員会 

会場： 横浜美術館、横浜赤レンガ倉庫 1 号館 
www.yokohamatriennale.jp 
 

9 月 1 日（金）～ 

10 日（日） 

劇団 マウス オン ファイア来日公演 『ゴドーを待ちながら』 

東京公演 9 月 1 日（金）～5 日（火） シアターＸ 

京都公演 9 月 9 日（土）・10 日（日） 京都造形芸術大学春秋座 

東京・両国の劇場シアターＸ（カイ）は、アイルランド、特に劇団 マウス オン ファイアと長年に渡り交流を続けていま

す。そして 2017 年 9 月、ベケットの代表作『ゴドーを待ちながら』の来日公演が決定しました。演出はメリッサ・ノーラ

ンとカハル・クイン、アイルランドと日本の俳優のコラボレーションで公演が行われます。 

詳細・チケット情報： www.theaterx.jp （東京）、 http://k-pac.org/?p=3331 （京都） 
 

9 月 2 日（土） アイルランド～食とケルト音楽の会～ 

主催： インターナショナル・カルチャーエクスチェンジ・ジャパン 

会場： 服部栄養専門学校 

Facebook Page 
 

9 月 8 日（金） アイリッシュデイ 

主催： NPO 法人横浜シュタイナー学園 

会場： NPO 法人横浜シュタイナー学園 十日市場校舎 
www.yokohama-steiner.jp 
 

9 月 9 日（土）、 

9 月 16 日（土）、 

10 月 7 日（土） 

アイルランドの音楽とダンス 

アイルランドと音楽のお話＆アイリッシュ・ハープの演奏と様々なアイルランドのダンスワークショップ 

主催： 川崎市国際交流センター 

会場： 川崎市国際交流センター 
www.kian.or.jp 
 

9 月 26 日（火）～ 

10 月 3 日（火） 

ラフカディオハーン・プロジェクト ＆ “ミュージック・ドキュメンツ” イン ジャパン アンド アイルランド 

主催： nothing but music 

会場： 両国門天ホール、聖心インターナショナルスクール、山手西洋館ベーリックホール、松江市北堀美術館 
www.n-b-music.com 
 

9 月 30 日（土）～ 

11 月 5 日（日） 

あわじアートサーカス 2017 

（アイリッシュダンスデュオ Trinity Lace 参加） 

主催： あわじアートサーカス実行委員会 

会場： 淡路島における公共場所 15 ヵ所以上 

http://awajiartcircus.com/ 
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10 月 7 日（土） アイルランドと日本の邂逅:W.B. イェイツ、ラフカディオ・ハーンと狂言、凱旋公演（彦根城築城４１０年祭） 

主催： 国宝・彦根城築城 410年祭推進委員会 

会場： 彦根城博物館能舞台 

hikone-410th.com 
 

10 月 7 日（土） グリーン・アンドン・ワークショップ 

主催： 公益社団法人 松江青年会議所 

会場： 松江城 

www.matsuejc.jp 
 

10 月 9 日（月・祝） 秋のケルト市 

主催： THE MUSIC PLANT 

会場： 浅草ライオンスタジオ 

www.mplant.com/celticmarket 
 

10 月 14 日（土）～ 映画『ル・コルビュジエとアイリーン 追憶のヴィラ』（原題：The Price Of Desire』）劇場公開 

配給： トランスフォーマー 

劇場： Bunkamura ル・シネマほか全国順次公開 

transformer.co.jp 
www.bunkamura.co.jp/cinema/lineup/17_corbusier.html 
 

10 月 14 日（土） アイルランドトロフィー府中牝馬ステークス 

アイルランドはサラブレッド競走馬の生産国としても知られており、毎年 10 月に東京競馬場で「アイルランドトロフィ

ー」が行われています。今年は外交関係樹立 60 周年を記念して GII レースに格上げされ、当日の重賞レースとして

開催されます。当日は競馬場内でアイルランドフェアの開催も予定されており、多くの方にアイルランド文化に触れて

いただけることを期待しています。 
www.jra.go.jp 
 
 

10 月 14 日（土） 魅惑の音楽紀行コンサート「アイリッシュハープ、イリアンパイプス、アイリッシュダンス」（仮題） 

主催： 川崎市国際交流センター 

会場： 川崎市国際交流センター 

www.kian.or.jp 
 

10 月 14 日（土）・ 

15 日（日） 

第 34 回イアシル・ジャパン国際大会 

主催： イアシル・ジャパン（国際アイルランド文学協会日本支部） 

会場： 近畿大学（東大阪キャンパス） 

http://iasil.jp/ 
 

10 月 31 日（火） 立教大学公開講演会：異なる声---アイルランドの作曲家とその伝統 

マーティン・オリアリー博士によるレクチャー・コンサート 

主催： 立教大学 異文化コミュニケーション学部 

会場： 立教大学 5 号館 5342教室 
http://icc.rikkyo.ac.jp/ 
 

11 月 4 日（土）、

18 日（土） 

秋の大祝祭（伝統音楽とお話） 

主催： 高畑吉男 

会場： 11 月 4 日 ク レアホーム＆ガーデン（東京） 

      11月 18 日 スタジオ＆ギャラリーtimblue（大阪） 
www.oberon-kingdom.jp 
 

11 月 11 日（土）・ 

18 日（土） 

Japan-lreland 60 at Toyo 

主催： 東洋大学 文学部英米文学科 

会場： 東洋大学 井上円了ホール／125 記念ホール 

www.toyo.ac.jp 
 

11 月 20 日（月）～ 

24 日（金） 

シンポジウム「Current trends in Optical and X-Ray metrologies of key enabling nanomaterials/devices for the 

Ubiquitous Society, Renewable Energy and Health」 

会場： 岡山コンベンションセンター 

www.ec.okayama-u.ac.jp/~sense/OptoXNANO 
 

http://hikone-410th.com/
http://www.matsuejc.jp/
http://www.mplant.com/celticmarket
http://transformer.co.jp/
http://www.bunkamura.co.jp/cinema/lineup/17_corbusier.html
http://www.jra.go.jp/
http://www.kian.or.jp/
http://iasil.jp/
http://icc.rikkyo.ac.jp/
http://www.oberon-kingdom.jp/
http://www.toyo.ac.jp/
http://www.ec.okayama-u.ac.jp/~sense/OptoXNANO


11 月 28 日（火） 公開セミナー「課題解決に取り組む女性たち：アイルランドの事例から」 

主催： 津田塾大学 

会場： 津田塾大学 千駄ヶ谷キャンパス 

www.tsuda.ac.jp 
 

11 月 28 日（火） 「アイルランドと日本の邂逅：W.B.イェイツ、ラフカディオ・ハーンと狂言」 アイルランド公演凱旋 松江公演 

主催： 山陰日本アイルランド協会、しまね文化振興財団、島根県 

会場： 島根県民会館中ホール 

www.sanin-japan-ireland.org 

11 月～12月 ザ・チーフタンズ結成 55周年記念 日本ツアー 

外交関係樹立 60 周年を祝い、世界最高のアイルランド伝統音楽バンドザ・チーフタンズが再来日！2017 年は彼ら

の結成 55 周年記念の年でもあり、再来日を待ち望んでいた多くの日本のファンの方々と共に、大きな盛り上がりが

期待されています。 
www.plankton.co.jp/chieftains 
 

12 月 16 日（土） John John Festival アイルランド伝統音楽ワークショップ＆クリスマスライブ 

主催： 山陰日本アイルランド協会 

会場： （音楽ワークショップ）カラコロ工房 （ライブ）清光院下のギャラリー 
www.sanin-japan-ireland.org 
 

 

http://www.tsuda.ac.jp/
http://www.sanin-japan-ireland.org/
http://www.plankton.co.jp/chieftains
http://www.sanin-japan-ireland.org/

