
須坂藩 13 代藩主 堀直虎関連イベント年表 

 

2018年 12月 18日作成 

 

◆須坂藩 13代藩主 堀直虎（市ホームページ） 

https://www.city.suzaka.nagano.jp/contents/item.php?id=5924d690b6abb 

 

年 月 日 内  容 

2003年度 
須坂市立博物館企画展「須坂藩のとのさま」開催 

須坂藩初代直重から 14 代直明まで通観し藩主の足跡を紹介 

2005年度 須坂市立博物館特別展「激動の幕末を拓いた藩主たち」開催 

2008年度 須坂市立博物館特別展「堀直虎の生涯と藩政改革」開催 

2012.10.27-28 須坂市文化芸術協会が第 50回市民文化祭で創作劇「第十三代須坂

藩主堀直虎公の生涯」を上演 

https://www.suzakanews.co.jp/news/contents/event/event.php

?id=2437 

 

2013.08.31 歴史将軍小説「将軍慶喜を叱った男 堀直虎」発刊 

著者：江宮隆之 発行：祥伝社 

https://www.city.suzaka.nagano.jp/otakara/publishing/pub.p

hp?id=10 

 

2013.10.15 「将軍慶喜を叱った男 堀直虎」出版記念講演会 

『最後の将軍・徳川慶喜を叱った大名堀直虎の義』 

講師：江宮隆之さん 主催：須坂市、須坂市教育委員会 

会場：中央公民館（３階ホール） 参加人員 300人 

https://www.suzaka.ne.jp/news/?subaction=showfull&id=13718

52000&archive=1383834143&start_from=&ucat=7& 

 

2015.05.09-10 第１回「叒譜の杜 桜まつり」 

会場：奥田神社 

主催：叒譜の杜桜まつり実行委員会 

http://gokaicho.suzaka.jp/jakufu 

 

2016.05.14-15 第２回「叒譜の杜 桜まつり」 

会場：奥田神社 

主催：叒譜の杜桜まつり実行委員会 

http://jakufu.suzaka.jp/ 

 

2016.11 マンガ「信州須坂藩 堀直虎物語」制作 
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制作・アレンジメント：ホクシンハウス 

参考文献 

「将軍慶喜を叱った男 堀直虎」（著者：江宮隆之、発行：祥伝社） 

協力：堀直虎没後 150 年祭実行委員会 

http://www.hokushinhouse.com/information_detail/p2129 

 

2016.12.10～ 

2017.02.19 

堀直虎没後 150年祭プレ事業 

須坂市立博物館開館 50 周年記念特別展「北村方義」 

主催：須坂市、須坂市教育委員会 

会場：須坂市立博物館 

https://style.nikkei.com/article/DGXKZO11559250R10C17A1L31

000?channel=DF130120166109 

https://style.nikkei.com/article/DGXKZO11559250R10C17A1L31

000?channel=DF130120166109 

 

2017.02 広報須坂 2017年２月号特集「須坂藩 13代藩主 堀直虎」 

https://www.city.suzaka.nagano.jp/contents/imagefiles/1600

70/files/kohosuzaka%20%20hori%20naotora.pdf 

 

2017.04,06 マンガ「信州須坂藩 堀直虎物語」12,000冊を須坂市へ寄贈 

https://ameblo.jp/hokushinhouse/entry-12263697622.html 

 

2017.04.13 将軍慶喜を叱った男 ― 江戸城無血開城に導いた・堀直虎 ― 

第 1回 『演劇 Straight Tiger ～直虎～』 

講師：青木由里(NPO法人 劇団夢幻工房 理事長・脚本家） 

会場：八十二別館 4階 AV研修室（長野市岡田 178-13） 

主催：八十二文化財団 

https://www.82bunka.or.jp/event/2017/04/post-188.php 

 

2017.04.16 堀直虎没後 150年記念事業(臥竜公園さくらまつり) 

紙芝居「須坂のとのさま物語 堀直虎」 

口演：蔵の町すざか昔を語る会 

会場：臥竜公園（親水広場） 参加人員 100 人 

主催：須坂市、須坂市教育委員会 

2017.04.19～ 

07.10 

企画展「『直虎』須坂の殿様と田中本家」 

会場：田中本家博物館 

https://mainichi.jp/articles/20170419/ddl/k20/040/086000c 

2017.04.25 将軍慶喜を叱った男 ― 江戸城無血開城に導いた・堀直虎 ― 

第 2回 『将軍慶喜を叱った男』 

講師：江宮隆之（作家） 
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会場：八十二別館 4階 AV研修室（長野市岡田 178-13） 

主催：八十二文化財団 

https://www.82bunka.or.jp/event/2017/04/post-188.php 

 

2017.04.29-30 堀直虎没後 150年祭記念公演「Straight Tiger 直虎」上演 

（２回公演） 参加人員（合計）1,601人 

会場：メセナホール（大ホール） 

主催：堀直虎没後 150 年祭実行委員会 

https://www.suzakanews.co.jp/news/contents/event/event.php

?id=3771 

 

2017.05.03 「直虎」つながりで須坂商工会議所役員が「浜松まつり」を訪問 

https://www.hamamatsu-cci.or.jp/news/show/905 

 

2017.05.13 堀直虎没後 150年祭記念事業 

第３回「叒譜の杜 桜まつり」 

会場：奥田神社 

主催：堀直虎没後 150 年祭実行委員会 

 

2017.07.30 堀直虎没後 150年記念事業(臥竜公園フェスティバル) 

紙芝居「須坂のとのさま物語 堀直虎」 

口演：蔵の町すざか昔を語る会 

会場：臥竜公園  参加人員 50人 

主催：須坂市、須坂市教育委員会 

2017.09.09～ 

11.19 

堀直虎没後 150年記念事業 

特別展「堀家 14代」 

主催：須坂市、須坂市教育委員会 

会場：須坂市立博物館 

https://blog.suzaka.jp/suzaka-museum/2017/09/18/p33872 

 

2017.09.16 堀直虎没後 150年記念事業 

歴史文化講演会Ⅰ「堀直虎と幕末・維新の信州人たち」 

（兼）中央公民館「市民学園」公開講演会 

講師：江宮隆之さん  主催：須坂市、須坂市教育委員会 

会場：中央公民館（３階ホール）参加人員 196人 

https://blog.suzaka.jp/suzaka-museum/2017/09/22/p33887 

 

2017.10.10 中公新書ラクレ「ハーバード日本史教室」発刊 

著者：佐藤智恵 発行：中央公論新社 

https://www.city.suzaka.nagano.jp/contents/event/event.php
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?id=13136 

https://diamond.jp/articles/amp/143114?display=b 

 

2017.10.29 堀直虎没後 150年記念事業(菊花展) 

紙芝居「須坂のとのさま物語 堀直虎」 

口演：蔵の町すざか昔を語る会 

会場：須坂市立博物館  参加人員 25人 

主催：須坂市、須坂市教育委員会 

2017.10.29 堀直虎没後 150年記念事業(菊花展) 

第１回「語りと箏・尺八による堀直虎の生涯」 

演奏：南澤汎山さん、南澤雅尚さん 語り：三ツ井芳恵さん 

会場：須坂市立博物館 参加人員 35人 

主催：須坂市、須坂市教育委員会 

2017.11.05 堀直虎没後 150年祭記念講演「幕末という時代」 

講師：浅田次郎さん  

会場：メセナホール（大ホール） 参加人員 1,244人 

主催：堀直虎没後 150 年祭実行委員会 

https://mainichi.jp/articles/20171108/ddl/k20/040/080000c 

 

2017.11.11 堀直虎没後 150年記念事業 

歴史文化講演会Ⅱ「織豊大名 堀氏の勇躍」 

（兼）生涯学習センター「須坂市民総合大学」公開必修講座 

講師：長野県立歴史館専門主事（史学博士） 村石正行さん 

会場：シルキーホール（３階 第１ホール）参加人員 128人 

主催：須坂市、須坂市教育委員会 

https://www.city.suzaka.nagano.jp/contents/imagefiles/1600

70/files/rekishibunkakoza_horishinoyuyaku.pdf 

 

2017.11.12 堀直虎没後 150年記念事業 

第２回「語りと箏・尺八による堀直虎の生涯」 

演奏：南澤汎山さん、南澤雅尚さん 語り：三ツ井芳恵さん 

会場：須坂市立博物館 参加人員 45人 

主催：須坂市、須坂市教育委員会 

2018.03.08 歴史コラボレーション「語りと筝・尺八による堀直虎の生涯」 

会場：日滝小学校 

演奏：南澤汎山さん、南澤雅尚さん 語り：三ツ井芳恵さん 

主催：日滝小学校 

https://www.city.suzaka.nagano.jp/contents/photo_report/it

em.php?id=81 
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2018.04.15 堀直虎没 150周年・明治 150年記念事業（臥竜公園さくらまつり） 

「紙芝居および語りと邦楽コンサート」 

口演：蔵の町すざか昔を語る会 

演奏：南澤汎山さん、南澤雅尚さん  語り：三ツ井芳恵さん 

会場：南部地域公民館（３階 講堂） 参加人員 84人 

主催：須坂市、須坂市教育委員会 

https://blog.suzaka.jp/suzaka-museum/2018/04/16/p34828 

 

 

2018.05.12 堀直虎没後 150周年記念事業 

第４回「叒譜の杜 桜まつり」 

会場：奥田神社 

主催：叒譜の杜桜まつり実行委員会 

https://www.city.suzaka.nagano.jp/contents/event/event.php

?p=b&id=12387&joho=oshi&event=event 

 

2018.06.16 直虎没後 150周年・明治 150年記念事業 

歴史文化講演会「直虎・一茶・覚之丞 ―ラジオ・ドラマ制作譚―」 

(兼)「市民学園」公開講演会、「市民総合大学」公開必修講座 

講師：フリーパーソナリティー 武田徹さん 

会場：中央公民館 ３階ホール 参加人員 214人 

主催：須坂市、須坂市教育委員会 

 

2018.08.08 第 17回納涼邦楽コンサート 

「語りと箏・尺八による堀直虎の生涯」 

演奏：南澤汎山さん、南澤雅尚さん 語り：三ツ井芳恵さん 

会場：メセナホール（小ホール） 参加人員 約 300人 

主催：納涼邦楽コンサート実行委員会 

https://www.facebook.com/suzakashi/photos/a.55789638098364

8/1571569172949692/?type=1&theater 

 

2018.09.08～ 

11.04 

堀直虎没後 150周年・明治 150年記念事業 

記念展示「幕末・明治期の須坂」 

会場：笠鉾会館（３階 展示室） 

主催：須坂市、須坂市教育委員会 

https://www.city.suzaka.nagano.jp/contents/event/event.php

?id=13816 

 

2018.11.03 堀直虎没 150周年・明治 150年記念事業（銀座通りうまいもん市） 

「紙芝居および語りと邦楽コンサート」 
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口演：蔵の町すざか昔を語る会 

演奏：南澤汎山さん、南澤雅尚さん  語り：村木真由さん 

会場：笠鉾会館（１階） 参加人員 110人 

主催：須坂市、須坂市教育委員会 

2018.11.03 「直虎」つながりで浜松市商工会議所関係者が「須坂えびす講 

を訪問 

https://www.suzaka.ne.jp/news/?subaction=showfull&id=15436

15244&archive=&start_from=&ucat=4 

 

2018.11.18 「直虎」つながりで須坂商工会議所関係者が「軽トラはままつ出

世市」を訪問 

https://www.suzaka.ne.jp/news/?subaction=showfull&id=15436

15244&archive=&start_from=&ucat=4 

 

2019.01.06 小学生が演じる「Straight Tiger 直虎」上演 

会場：メセナホール（小ホール） 

主催：ドリーム・コンシェル（理事長 杉本文江） 

脚本／演出：青木由里（日本演出者協会会員） 
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