
主催 /上野観光連盟　 共催/東京都・台東区

http://www.ueno.or.jp
［お問い合わせ］　上野観光連盟

Tel:03-3833-0030 Fax:03-3833-3053

出演予定団体
● 警視庁音楽隊
● 警視庁交通機動隊
　上野交通少年団/柔道部・剣道部
● "社会を明るくする運動"台東区推
進委員会

● 武蔵野中学高等学校マーチング
バンド部

● 台東区 世界遺産登録推進室
● たいとう音頭踊り隊・台東区舞踊
協会

● REDA 舞神楽
● 東京新潟県人会
● 江戸消防記念会
● 浅草寺「金龍の舞」
● 湯島白梅商店会　白梅太鼓
● 京華学園吹奏楽団
● ＪＲ東日本 上野駅
● 郵便局さんさ踊り隊
● ＮＴＴ東日本 東京東支店

今年も上野で一番
熱い夏がやってくる ! 
青森のねぶたや秋田の
竿燈、盛岡さんさ等の東
北の祭りをはじめとした
約30の団体が、華麗に
熱気あふれるパフォーマ
ンスを披露します。

● JR上野駅　 13:00～15:00
● 水上音楽堂 15:00～20:00
● 上野中央通り 17:30～20:45

開催場所 時間

● 東京藝大藝祭モニュメントパレード
/GEIDAI SAMBA PARTY

● 黒門小さんさ連
● 東京さんさ踊り保存会
● 朝日信用金庫連
● 琉球舞団　昇龍祭太鼓
● 盛岡さんさ踊り実行委員会(盛岡市）
● 秋田市竿燈会
● 青森市浪岡ねぶた会/首都圏青森
ねぶた囃子会

● チアキッズ スパークス
● 櫻川流江戸芸かっぽれ
● 日本舞の会
● 原宿よさこい連
● 日本ラテンアメリカ友好協会
● 浅草たいこばん
● 黒石よされ東京会
● JR盛岡さんさプロジェクトチーム

パレード夏まつりうえの第
33 

回 

7月23日土

©国立西洋美術館

所 在 地 ：
開館時間 ：

休 館 日 ：
U R L ：

〒110-0007  東京都台東区上野公園7-7
9：30～17：30 （冬期は～17：00）、金曜日は～20：00
※入館は閉館の30分前まで
月曜日 （休日の場合は翌火曜日）、年末年始
http：//www.nmwa.go.jp/

国立西洋美術館、
世界文化遺産登録へ

骨董市
● 不忍池畔 11:00～21:00

下町風俗資料館
9：30～19：00 （切符止 18：30）
入館料金：大人300円　小中高100円
20名以上団体料金：大人200円 小中高50円

とうろう流し
● 不忍池（弁天堂境内受付） 19:00～

開催

第33回
うえの夏まつりパレード
● JR上野駅　　13:00～15:00
● 水上音楽堂   15:00～20:00
● 上野中央通り 17:30～20:45

7
  9

8
  7

上野警察署

河乃裕季と和太鼓 飛翔&
和太鼓 飛響

土

7
  23 土

日

7
  17 日

氷の彫刻
● 水上音楽堂前 14:30～

7
  19 火

7
  24 日

7 24 日

7 31 日

7
  24  ,31
■ 1回目 １６：３０～（３０分間）

■ ２回目 １７：３０～（３０分間）

日時

問合せ
東京演芸プロデュース
　 03-6380-3535

日 日

弁天堂での
イベント!!

弁天堂大道芸
● 弁天堂境内 16:30～（1回目）、
　　　　　　 17:30～（2回目）

首都守る　テロをゆるさぬ　みんなの目
やさしさが　走るこの街　この道路
薬物の　甘い誘惑　断つ勇気
事件！事故！　あったら　見たら1 1 0番
万引きをしない　させない　見逃さない

納涼ゆかた撮影会
● 不忍池畔 11:00～

7月9日土

8月7日日

2016

第65回 江戸趣味納涼大会

2016年

パレード
うえの夏まつり 7月23日土

上野に東北の
お祭りが

やってくる!
!

国立西洋美術館、世界文化遺産登録へ
©国立西洋美術館
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●Jewel Beat!!
  2016 Summer
●UENO ARTIST FESTIVAL

開場 11:30、開場 15:15

歌踊笑打
～夏だ！上野だ！弁天堂！～

開場 11:00

アルカマラーニダンスオリエンタルカンパニー
ベリーダンス公演

魔法の笛 Ｍｙｓｔｉｃ Ｅｇｙｐｔ

開場 18:00

JAPAN POP
FESTIVAL
ACT001

開場 11:00

林家一門
納涼寄席

開場 18:00

下町
どんDONまつり
2016

開場 17:20

第33回
うえの夏まつり
パレード

開場 14:30

開場 12:00

夏まつり
お笑い大行進
～SUMMER FESTIVAL～

開場 13:00

女神湖妖精祭
アースシンフォニー２０１６

捻り鉢巻きも鮮やかに!

湯島天神
白梅太鼓

～日本最大のアコギバトル～

FOLK GALA
SQUARE

開場 18:30

2016上野
納涼演歌まつり

開場 16:50

2016上野
納涼演歌まつり

開場 16:50

2016上野納涼演歌まつり

歌謡最前線

開場 14:30

UENO IDOL
FESTIVAL

開場 11:30

下町ミュージック
フェスト
 in NEXTUENOCOLLECTION

開場 12:00

永瀬ももvs永田海月（1人で2人）、
ペドロ&カプリシャス（特別コラボ）

真夏の笑（ショウ）
 フェス２０１６

大日本プロレス カラオケ・
パフォーマンス大会

開場 18:00

ＵＥＮＯ ＪＡＺＺ
ＩＮＮ’１６

開場 15:10

ビッグウエスタン
2016夏

開場 15:00開場 15:00
開場 10:30 〈第1部〉 11:00～

〈第2部〉 17:30～

 〈第1部〉 開場 12:00
〈第2部〉 開場 14:30
〈第3部〉 開場 17:00

開場 16:00 〈第1部〉 16:30～
〈第2部〉 17:40～

人気アイドルユニットが多数所属する“ArcJewel”のアイドルが勢ぞろ
いするライブ「Jewel Beat!!」シリーズがついに野外ステージ開催！！
上野水上音楽堂で熱いライブを繰り広げる！

Jewel Beat!! 2016 Summer
～今度は野外だ！夏の扉はスプラッシュ！！ in 上野水上音楽堂～

7月のイベント

開場 11：30／開演 12：00／終演 15：00予定
97
sat

97
sat

入場料

出  演

共  催主  催

制  作

都内だけでなく全国で活動を続けるアーティストが上野に集合。ジャンルの垣根を
超えて次代の波を起こしていくアーティストがステージを沸かせます。最高の一日を共に！！

UENO ARTIST FESTIVAL
開場 15：15／開演 15：30／終演 18:35予定

入場料
出  演

出  演
協  賛

問合せ

Lalami、♠Reina♠、松本浩太、紅音、彩乃、SandalSoul  他
3,000円（ドリンク別）
東京演芸プロデュース
株式会社ミッドナイトトレイン
ADVANCE WAVE
東京演芸プロデュース  03-6380-3535

主  催

制  作

～真夏の恒例！屋外ジャズコンサート～
現在活躍中の実力派ミュージシャンと昨年12月開催「第35回浅草
JAZZコンテスト」でグランプリに輝いた次代のプレイヤーたちが会
場を沸かせます。

歌好き、ダンス好き  大集合！
あなたも参加してみませんか？（応募〆切：7/22）

ＵＥＮＯ ＪＡＺＺ ＩＮＮ’１６
開場 15：10／開演 15：40／終演 20：00予定

開場 18：00／開演 18：10／終演 20：45

68
sat

入場料

出  演

チケット
販売所

主  催
問合せ

特別協賛
協  賛

主  催
問合せ

後  援

●山下洋輔スペシャル・カルテット
●八木美楠子＆Banda Mandacarinho ゲスト：Saigenji
●高木里代子カルテット
●第35回浅草JAZZコンテストグランプリグループ
　（大場俊カルテット、SOA（ソア）、熊倉未佐子）
前売り3,000円／当日3,500円（全席自由）※当日先着100名様に冷たいビールプレゼント！
UENO JAZZ INNオリジナルグッズ等が当たる抽選会もございます。
チケットぴあ（0570－02－9999／Pコード：296－182／http://t.pia.jp/）
東京文化会館チケットサービス（03－5685－0650）　他
公益財団法人　台東区芸術文化財団　☎03-5828-7591（平日9時～17時）
WEB:http://www.taitocity.net/zaidan/ 詳しい出演者情報はこちらへ
ＡＢＡＢ赤札堂／上野マルイ／上野観光連盟
サッポロビール株式会社／ポッカサッポロフード＆ビバレッジ株式会社／
協同組合東京帽子組合／東京ヤクルト販売株式会社／肉のさいとう初音
ジャズジャパン／台東区　　　　　ＨＭＶＰ／プランナーズルーム・テイクワン

UENO IDOL FESTIVAL
開場 11：30／開演 12：00／終演 18：30予定

307
sat

入場料

出  演

主  催
協  賛
制  作
問合せ

WHY@DOLL、じぇるの！、らぶけん(愛乙女☆DOLL研究生)、ANNA☆S、
GALETTe、アンドクレイジー、青SHUN学園、西恵利香、川越CLEAR'S、
夢幻レジーナ、ICE☆PASTEL、Teamくれれっ娘！  他
3,500円（ドリンク別）
東京演芸プロデュース
株式会社ミッドナイトトレイン
ADVANCE WAVE
東京演芸プロデュース　03-6380-3535

ライブ後は
アイドルとの握手会
チェキ会も開催

歌は演歌からポップス、踊りはフラから日舞、和太鼓などで繰広げる
夏早々の楽しい1日、ロックな気分で、Let’s go！

歌踊笑打 ～夏だ！上野だ！弁天堂！～
開場 11：00／開演 11：30／終演 20：00

107
sun

入場料 主  催
協  力
問合せ

2,500円　　　　　（同）雪企画
トータルプロデュース/原宿TV　横須賀フーズ
（同）雪企画  台東区東上野4-17-7-406
Tel 03-5830-3508　Email contact@yuki-kikaku.com

アルカマラーニダンスオリエンタルカンパニー
ベリーダンス公演 魔法の笛 Ｍｙｓｔｉｃ Ｅｇｙｐｔ
開場 18：00／開演 18：30／終演 20：00

177
sun

毎年恒例東京演芸協会のお笑いの祭典が今年も開催されます。協会総出演！！
いろいろなジャンルの名人達が舞台狭しと大暴れします。笑いで猛暑をふっとばせ！

夏まつりお笑い大行進
～SUMMER FESTIVAL～
開場 13：00／開演 13：30／終演 19：30

247
sun

入場料 主  催
問合せ

1,500円　　　　　東京演芸協会
Tel 03-6802-3745  office-rice@apost.plala.or.jp

林家一門納涼寄席
開場 18：00／開演 18：30／終演 20：30

217
thu
三遊亭楽麻呂、翁家勝丸、林家源平、林家ライス・カレー子、林家錦平、林家三平
500円　　　　　㈱東天紅　　　　　㈱東天紅上野店　ＴＥＬ：03-3828-5111

ダンスに歌に！こどもから大人まで、みんなの力で創る環境エンターテイメントショー！

女神湖妖精祭 アースシンフォニー２０１６
～あなたを想うこと  地球を想うこと～
開場 16：００／開演1部 16：30～17：20　2部 17：40～18：40

187
mon

入場料

内  容

後  援
問合せ

主  催
問合せ

主  催

〈1部〉キッズダンスパフォーマンス「Colors！～カラフル☆アース！」
〈2部〉参加型環境ストーリー「LOVE FOREST２」
前売  大人（中学生以上）2,200円　小学生 1,000円
当日  大人（中学生以上）2,500円　小学生 1,300円
　　　　　　　　　　　　　　　（小学生未満は無料）
立科女神湖妖精祭実行委員会
長野県・立科町・蓼科白樺高原観光協会・立科町商工会
立科女神湖妖精祭実行委員会  http://www.yousei.jp/  Tel 0267-55-7750

入場料 前売  指定席4,000円　自由席3,000円
当日  指定席4,500円　自由席3,500円
AL CAMARANI danse orientale company
http://www.alcamarani-doc.com　eidlotusueno＠gmail.com

出  演
入場料 問合せ提  供

捻り鉢巻きも鮮やかに!
湯島天神白梅太鼓
開場 18：30／開演 19：00／終演 20：30

267
tue

２代目 三波伸介　　　　　無料
上野精養軒
03-3821-2181㈹　㈱精養軒  営業部  緑川・日沼

司  会
提  供

入場料

問合せ

湯島天神梅まつりなど様々な舞台で活躍する白梅太鼓。古来よりの
「静」の打ち方に「動」の技法を加えた躍動感溢れる太鼓に、二代目
三波伸介の軽妙なトークを加え、夏の暑さに負けない元気をお届け
いたします。

JAPAN POP FESTIVAL ACT001
開場 11：00／開演 11：30／終演 20：00

207
wed

前売 2,000円+ドリンク500円　当日 2,500円+ドリンク500円
「JAPAN POP FESTIVAL ACT001」制作委員会
Smage Asia／Sound Drive
046-875-9711　ekaze1@gmail.com

入場料
主  催
協  力
問合せ

日本の若者が発信するコンテンツを世界に発信！！アイドル・アニソン・
コスプレ・パフォーマー等参加、ライブコンテンツの新しいショー
ケース。新しい形のライブパフォーマンスが一同に集まります。

下町どんDONまつり２０１6
開場 17：20／開演 18：00／終演 20：00（上演時間2時間00分）

227
fri

入場料

主  催
問合せ

荒馬座の座員の演奏とともに、文京区の汐見小学校の太鼓クラブや、足立東高校の演奏、実行委員会の
出し物エイサーなどを盛り込んだ公演です。事前に練習し、公演当日は、演奏に参加することができます。
観るだけの舞台ではなく、出演者、観客一体となって、作り盛り上げる祭り形式の公演です。何年も続けて
いますが、以前小学生や高校生として出演した子どもたちも、青年や大人になって参加を続けています。

2016上野納涼演歌まつり
開場 16：50／開演 17：20／終演 20：00

277
wed
28
thu

7/27（水）大元雅治／大下香奈　7/28（木）大元雅治／梓タ子
岡宏とクリアトーンズオーケストラ
7/27（水）扇ひろ子／冠二郎／長保有紀／成世昌平／川野夏美、他
7/28（木）こまどり姉妹／角川博／浜博也／城之内早苗／チェウニ、他
100円　　　　　オフィスYアンドM「納涼演歌まつり」係 TEL：03-5563-1545

司  会
演  奏
出  演

入場料

2016上野納涼演歌まつり
歌謡最前線
開場 14：30／開演 15：00／終演 20：00

297
fri
浜博也／梓タ子／野上こうじ／司洋人／聖ゆう
山川豊／小田純平／オール巨人／テツandトモ／タブレット純／石原詢子／和田青
児／大石まどか／西尾夕紀／永井裕子／花咲ゆき美／はやぶさ／パク・ジュニョン／
沢田正人／花見桜幸樹／津吹みゆ／エドアルド、他
300円　　　　　オフィスYアンドM TEL：03-5563-1545

司  会
出  演

入場料

下町ミュージックフェスト
 in NEXTUENOCOLLECTION
開場 12：00／開演 12：30／終演 19：30

317
sun

入場料 主  催
協  力
協  賛
ホームページ

前売  2,500円／当日  3,000円　　　　　noブランド・エンターテイメント株式会社
レインボータウンＦＭ／アクティーライフ株式会社
キリンビールマーケティング株式会社
http://nobrand.jp/smf

2014年より音楽イベント＋ファッションショーも同時開催して若い年代～高齢者まで楽しめる
イベント内容となっておりますのでお楽しみ（*^^*）

制  作

48
thu

入場料

問合せ

●第1部  子供 500円／大人 1,000円
●第2部  子供 500円／大人 1,000円
●第3部  子供 500円／大人 2,000円
●3大会共通通し券　子供1,000円／大人3,000円
　※子供チケットは15歳以下とさせていただきます
045-507-1751

第1部  開場 12：００／試合開始 12：30　第2部  開場 14：30／試合開始 15：00
第3部  開場 17：00／試合開始 17：30上野に今最も旬で勢いのあるアイドルが大集合！！テレビやライブシーン活躍する

アイドルたちが水上音楽堂で最高のステージをお届けします。開場時間から来る方
がきっとお得！！ステージ終了後には特典会や物販なども。

～日本最大のアコギバトル～
FOLK GALA SQUARE
開場 12：00／開演 12：30／終演 20：00予定

167
sat

入場料
問合せ

1,000円（高校生以下、外国人パスポート持参、アコギ持参、無料）＋Tipping
●FGS実行委員会  folk.gala.square@gmail.com
●ホームページ  http://j.mp/fgs16　●Facebook  http://prt.nu/1/fgs
●Twitter  ＠FolkGala

新しいアコースティックの大集結バトルイベントが上野で始まりました！ 昨年に続き「うえの夏まつり」
にも参入！！上野 ⇄ 全国、若者から年配まで、様 な々アコサウンドを見て、聞いて、楽しんでください！！

イベント案内水上音楽堂

イベントカレンダーEvent calendar

大日本プロレス上野大会
【ギュギュっと凝縮  丸ごと1日  大日本プロレス】～21時完全撤収を死守せよ～

58
fri

入場料 無料　　　　　台東区ホテル旅館協会
03-3834-2008

カラオケ・パフォーマンス大会

毎年恒例の真夏の野外お笑いライブ。マセキ芸能社の人気芸人を始め、各プロダクションから、テレ
ビやライブシーンで話題の若手芸人が大集合！これを観れば今のお笑いが丸わかり！

開場 15：00／開演 16：00／終演 20：00予定

出  演

問合せ

38
wed

入場料

アントキの猪木、狩野英孝、三四郎、ジグザグジギー、しゃもじ、ナイツ、ニッチェ、マギー審司、
ルシファー吉岡、他　 ゲスト：阿佐ヶ谷姉妹、アンガールズ、鬼ヶ島、シソンヌ、じゅんいち
ダビッドソン、どぶろっく、永野、2700、ハマカーン、マツモトクラブ、他（敬称略、50音順）
総勢４０～４５組出演予定　※最新情報はマセキ芸能社ホームページをご確認ください。
※出演者は都合により変更になる場合がございます。予め了承ください。
前売 1,000円／当日 1,500円　全席指定（３才以上チケット必要）
㈱マセキ芸能社　ＴＥＬ 03－5442－8255（平日11～19時）

真夏の笑 フェス２０１6
ショウ

１人二役の歌と唄の共演（？）、特別コラボ、ぺトロ&カプリシャスの大ヒット曲を
アルバムでリメイクor日生カラオケグランプリ熱唱をお楽しみ下さい 優勝賞金は誰の手に!
入場料

問合せ

28
tue

主  催
1,500円
日生(上野支店)カラオケ実行委員会　日本マーキュリーレコード株式会社
日本マーキュリーレコード株式会社　ＴＥＬ 03－5421－7714

永瀬ももvs永田海月（1人で2人）、
ペドロ&カプリシャス（特別コラボ）

Ange☆Reve、Luce Twinkle Wink☆、じぇるの！、
らぶけん（愛乙女☆DOLL研究生）、
第４のDOLL（仮）、Stella☆Beats
前売 2,000円　当日 2,500円（ドリンク別）
ArcJewel　　　　　東京演芸プロデュース
株式会社ミッドナイトトレイン
ADVANCE WAVE　　　　　info@arcjewel.com

協  賛
問合せ

荒馬座  汐見小どんどこ会  足立東高校太鼓部
前売り  大人／2,000円  子ども・障がい者／1,000円
　当日  大人／2,500円  子ども・障がい者／1,500円
　　　 ※子どもは４才～高校生
キッズフェスタ2016実行委員会
キッズフェスタ2014事務局
ＮＰＯ法人子ども劇場 荒川・台東・文京内
〒荒川区西日暮里2-7-3-304　TEL／FAX 03-5809-0006　担当=稲葉洋子

山下洋輔（Pf）©Jimmy @ Dena Katz

ビッグウエスタン2016夏78
sun

入場料
問合せ

開場 15：00／開演 15：30／終演 19：30予定
“カントリー”をキーテーマにアメリカンミュージックで繋がるミュージシャン
が上野に大集結する「大人の夏フェス」。うえの夏まつり最終日を彩ります！

一般前売 1,000円／一般当日 1,500円  学割（当日のみ販売） 500円
ビッグウエスタン実行委員会事務局
tel/03-5570-2908  mail/info@note.co.jp

8月のイベント

問合せ

問合せ

開場 10：3０／開演1部 11：00～17：00　2部 17：30～19：00
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