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これって一種の夏フェス!?
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盆踊り

ドドンと響く和太鼓に、のびやかな歌声。音頭に
合わせて右手挙げ、右足出して、ひらりとターン
♪ 今年も盆踊りの季節ですが、ひょんな疑問が
ひとつ…。お盆に人はなぜ踊る?
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使い方ガイド

「そもそもお盆とは、盂蘭盆会（うらぼんえ）とい
う仏教行事と、『先祖の魂を供養する』という民
俗行事が習合した日本古来の風習。盆踊りも、
元来は儀式的な意味合いの強いものでした。た
だ、江戸時代にはお盆が正月と並ぶ休暇として
定着。盆踊りも娯楽的要素が強くなっていったんです」とは、湘南盆踊り研究会の柳田氏。つ
まり、盆踊りは江戸時代の人々にとっての夏フェス!?
「確かに、かつての盆踊りは町の若衆が仕切るハレのイベント。相当派手にやったようで、明
治時代には禁止令が出たこともあるんですよ。もちろん、色恋ざたも盆踊りに欠かせない要
素でしたし…」（同氏）
禁止令に色恋ざた…。けっこうハッチャけてて、面白そう！ ただ、現代日本。いいオトナが盆
踊りの輪に入るのって、意外に勇気がいるんですよね。ちゃんと踊れるかなぁ、とか。
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ライフ・マネーの不思議のテーマ
「夜カジ族」のススメ
身体にまつわる都市伝説
眠れる夜を確保する12の方法
サラリーマン税金探偵団
自動車保険！ホントのところ
都心に 自分の城 を持ちたい！

「大丈夫。ほとんどの盆踊りは、5〜6動作でひとつの流れができる簡単なもの。揃いの浴衣
を着た地元の方々の踊りを参考にすれば、ほんの10分で輪にとけ込めますよ」（同氏）

カラダ資本論
ファイナル婚活クエストOnline

そっか。それじゃ、カッコいい踊り方などがあれば、ぜひ知りたい!
男28歳・パパになる！ってどうよ？

「やはり浴衣を着て踊ると絵になりますね。女性は、袖のたっぷりした踊り浴衣なら、なお美し
いですよ」（同氏）

今日から始める エコモテ 生活
注目の情報

見たい! 女子のみなさん。この夏は、ぜひ浴衣で盆踊りを!

石川遼選手、英語力ＵＰ！
遼くんが英語を話せるようになった
驚きの方法とは？ [Espritline]

運動会のフシギな競技はどうして生まれたの?
「美しく見せる」「美しさを保つ」浴衣の着付けテクを教えて!
着こなせば女子ウケ確実「オトコの浴衣」入門講座
昨年度優勝者に聞く金魚すくいの極意とは!?
ホタルの光と高級線香花火で夏の名残を楽しむ
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をクリックすると記事クリップに追加できます。クリップ登録は100件まで可能です。
ページトップへ

生活費が20万円浮くエコ節約術
「湯船に浸かる、浸からぬ」論争「ジップロッ
クでDSするよ」
水回りのあの汚れを退治したい！
風邪をひいている時の入浴はあり？

香港移住計画

2010.08.19

第6回 香港で人気の変わりダネTV番組って？
日本人レポーターが、日本の観光名所を日本語と広東語とで案内する斬新な演出。下に
は、広東語の字幕付き！ 香港... 続きを読む

射精をしすぎると赤玉が出るってホント？
女性が引く夏の男のファッションにネットで
討論
極楽！ 王様バスタイム
朝の頭をスッキリ目覚めさせる方法!

ボクらの「ケータイ事情」大調査

2010.08.19

第12回 フォトフレーム を活用して目指せ、親孝行！
アンケートの結果は、「よっぽどのことがないとメールはしない」が一番多い回答に。僅差
で次に多かったのが、「帰... 続きを読む

キャバ嬢＆ 記憶力王 直伝 顔と名前を覚
える超ウラ技
佐々木希、道重さゆみ…すっぴん公開の
功罪
イマドキ男子流爽やか夏の着こなし術

爽快！ サイダー男子部

2010.08.12

第12回 爽やかさをチェック！サイダー男子検定
サイダー男子部部長の西田
純です。最終回となる今回は、みなさんにさらに爽やかなイ
マドキ男子になってもらうた... 続きを読む

3Dまで楽しめる最新パソコン登場！
STOPオッサン化プログラムを大公開
朝食の理想を満たす Best Choice！
「慰謝料」の相場ってどれくらい？
男度に差を付ける 夏の４大ジャケ持ちスタ
イル、決まる
ヒゲは剃ったら濃くなるってホント？

ネット界の 旬 なニュースをお届け！

2010.07.26

佐々木希、道重さゆみ…すっぴん公開の功罪
テレビではなかなか見ることができない顔を見ることができるからか、必ずといっていいほ
どアクセスが集中する、ブログでの「すっぴん公開」。だが、素顔をじっくり見られてしまう
のも事実である。チェックが厳しい... 続きを読む

セックスレスになったら、どうしよう…
自由自在にエッチな夢を見る！
サービス残業代を会社に支払わせる方法
とは?
「付き合いたい男性の職業」 1位に公務員

「明治BizCHARGE BANANA」でエネルギーチャージ

2010.06.28

朝食の理想を満たす
Best Choice！
「朝から全力」は
デキルオトコ のステータス。エネルギッシュに1日をスタートするための
朝食アイテムをChoice！... 続きを読む

ワイシャツ下に装着！ 冷却ガスで首を冷
やすインナータオル
必見！ やりがちなNG筋トレって？
女子の 露出 は誰のため？
部下が行う"上司コーチング術"

STOP“オッサン化 プログラムを大公開！

2010.07.15

そのカラダに スイッチ・オン！
普段からカラダには気を使ってる方だし、いまでも若い時と同じようにカラダが動くなんて
思っていませんか？ それがオッサン化の始まり!? そんなアナタに スイッチ・オン！ プ
ログラムをご紹介！... 続きを読む
「男は母親似、女は父親似」ホントのところはどうな
の？
第12回 爽やかさをチェック！サイダー男子検定
第10回 イマドキ男子流爽やか夏の着こなし術
第12回 フォトフレーム を活用して目指せ、親孝行！
3Dまで楽しめる最新パソコン登場！

ハイテク「ながら筋トレ」始めよう！
PRO TEC CAFEオープン！
猫は本当に魚好き？ アノ動物と好物の関係のウソ・
ホント
第 9回 「サイダー料理」でひと味違う男になる！
第6回 香港で人気の変わりダネTV番組って？
ページトップへ

続々登場のエロ過ぎおっぱいマウスパッド
に衝撃
靴のニオイや蒸れに。紫外線や光触媒を
用いた除菌脱臭乾燥機
ＭＡＳＴＥＲキートンの「灼熱地獄では、スー
ツ着用のほうが生き延びられる」説は本当
か？
（毎日更新）

第4回 結婚費用ってどれくらい必要なの？
第3回 フォルダの 入れ子 はどこまで可能？
第5回 ゲームみたいに楽しく仕事がしたい！
それでも彼の心をつかむ勝負下着のポイントと
は?
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