
２０２０大阪春節祭　プログラム
25日（土） 26日（日） 27日（月）

名称 内容 タイム 名称 内容 タイム 名称 内容 タイム
西日本帰国者聯合会 ヤンコー踊り 10:00 西日本帰国者聯合会 2 ヤンコー踊り2 10:002 西日本帰国者聯合会 3 ヤンコー踊り3 10:003

大阪府立天王寺高等学校吹奏楽部 吹奏楽 10:20 日中友好思い架け橋聯合会 中国伝統舞踊 10:22 家園舞踊団 中国舞踊 10:23
日中友好思い架け橋聯合会 中国伝統舞踊 10:40 武当龍門派自然道場 ・勇進流刀技術　勇進舘本部 中日武道　演武 10:32 堺市帰国者協会 中国舞踊 10:33

神戸華僑総会 獅子舞 10:50 西日本内モンゴル商会 モンゴル音楽 11:02 NPO法人　豊友会 中国舞踊、歌 10:38
大阪産業大学 OSU舞龍団 龍舞 11:05 泉北老人童心会 中国舞踊 11:17 堺市帰国者華人華僑連合会 中国舞踊 10:58
2020大阪春節祭実行委員会 開幕式 11:15 家園舞踊団 中国舞踊 11:22 NPO法人　豊友会 中国舞踊 11:03

中国遼寧歌舞団 歌舞、雑技など 11:45 中国遼寧歌舞団 歌舞、雑技など 11:27 堺市帰国者華人華僑連合会 中国舞踊 11:08
西日本帰国者聯合会 ヤンコー踊り 12:45 みゆき&父バンド 音楽 12:27 中国遼寧歌舞団 歌舞、雑技など 11:13

蓮昇二胡楽団 二胡演奏 13:05 泉北老人童心会 中国舞踊 12:47 河原　淳一郎 笛、和太鼓演奏 12:13
神戸張兵舞蹈教室 中国民族舞踊 13:25 家園舞踊団 中国舞踊 12:52 家園舞踊団 中国舞踊 12:28

Harica’s Beauty Belly Dance Studio ベリーダンス 13:30 西日本華僑華人婦女会 合唱 12:57 KENGO 日本の歌 12:33
神戸張兵舞蹈教室 中国民族舞踊・新疆舞踊 14:00 シルクロードローラン 歌舞団 ウィグル舞踊 13:07 西日本内モンゴル商会 モンゴル音楽 12:48

東方龍悦中国鼓楽団 中国太鼓 14:05 西日本帰国者聯合会 ヤンコー踊り 13:17 木村　モモ クラシックギター 、歌 13:03
大阪方正商会文芸団 中国舞踊 14:10 劉　偉 中国音楽、歌 13:37 海底撈株式会社 変面 13:23

滋賀帰国者華僑華人聯合会 中国舞踊 14:15 大阪帰国者聯合会 ・平野ヤンコー団 中国舞踊 13:52 星　千尋（シルクロード国際文化交流協会 ） 日本の歌 13:33
貫名　歩子 京劇 14:25 大阪中国帰国者センター 中国舞踊 14:02 陳　思（シルクロード国際文化交流協会 ） 歌 13:43

海底撈株式会社 変面 14:35 海底撈株式会社 変面 14:12 劉　偉 歌 13:53
家園舞踊団 中国舞踊 14:45 大阪桜の華学園 漢詩朗読・童謡 14:22 Diva　けい 歌 14:08

韓　雨萱(海外游子同僑公益会 ) 詩歌読誦 14:55 沖縄太鼓団・エイサー 沖縄太鼓踊り 14:47 西日本帰国者聯合会 ヤンコー踊り 14:28
雲唐舞社 中国西域舞踊 15:00 東京NPO法人　豊友会 中国舞踊、歌 15:17 SHUN クロマチックハーモニカ 演奏 14:48

大阪方正商会文芸団 中国舞踊 15:05 泉北老人童心会 中国舞踊、歌 15:37 舛谷　英華 歌 15:03
西日本内モンゴル商会 モンゴル音楽、モンゴル舞踊など 15:15 大阪福建文化芸術団 中国舞踊、歌 15:52 家園舞踊団 中国舞踊 15:08

劉　偉 中国音楽、歌 15:55 神戸中国武術協会 中国武術演舞 16:12 アイドルグループ・ おじどろ 日本歌舞 15:13
遠藤　智子 タイ族舞踊 16:05 東京NPO法人　豊友会 中国舞踊 16:32 蘭梅楽団 楽器演奏、マジックなど 15:33

松永　好徳（天理大学 中国語学部） 管子・歌 16:10 陳　思（シルクロード国際文化交流協会 ） 歌 16:37 石崎　旭 歌 16:03
流光慕華漢文化社 中国伝統舞踊 16:15 東京NPO法人　豊友会 朝鮮民族舞踊 16:47 東大阪市春宮音樂同好会 歌 16:23

滋賀帰国者華僑華人聯合会 歌舞 16:25 リュウリュウフルス 吹奏楽団 フルスと大正琴　合奏 16:52 中国貴州遵義市演芸団 雑技、舞踊など 16:33
NPO神戸国際文化振興協会 ベリーダンス 16:35 星　千尋（シルクロード国際文化交流協会 ） 日本の歌 17:12 日中友好思い架け橋聯合会 中国舞踊 16:48

舛谷　英華 歌 16:50 KeyHIROSHIMA 24 （シルクロード国際文化交流協会） 日本の歌 17:22 2020大阪春節祭実行委員会 閉幕式 17:00

趙　経善 二胡演奏 17:00 ルミコ舞踊団 舞踊 17:32 17:30
齊藤　宏（在日華人ガイドグループ） 歌 17:10 夢里水郷舞蹈隊 中国舞踊 18:02

董　金阳 中国古典舞踊 17:15 中国貴州遵義市演芸団 雑技、舞踊など 18:07
韓　天龍＆塔娜 歌 17:20 18:22

日本帰国者団体聯合会 ・八尾 中国カンフ扇、歌 17:35
流光慕華漢文化社 中国伝統舞踊 17:45

SHINE GIRLS 日本歌舞 17:50
夢里水郷花傘隊 中国舞踊 18:05

海雲 馬頭琴演奏 18:15
夢里水郷花傘隊 中国舞踊 18:25

KeyHIROSHIMA 24 （シルクロード国際文化交流協会） 日本の歌 18:30
堺市帰国者華人華僑連合会 中国舞踊 18:40

中国貴州遵義市演芸団 雑技、舞踊など 18:45
19:00

天候や出演者の都合により、
プログラムの変更がございま
すので、ご了承下さい。


