
⽉ ⽇ 項⽬・町名組名 ⼭⾞名 からくり名 ⼈形名 作業区分

1979 昭和54 ⽗親である七代⽬⽟屋庄兵衛（故⼈ ⾼科正守）に⼊⾨
⽟屋庄次郎名で本格的な修⾏に⼊る
七代⽬に協⼒して、京都、祇園祭の蟷螂⼭のからくり「かまきり」を復元
以来、毎年の祭でからくり操作を請け負う

1985 昭和60 つくば万博の⽇本政府館「からくり和時計」七代⽬製作に協⼒

1988 昭和63  瀬⼾⼤橋博覧会のヤマキ館「からくり⼈形時計塔」（コンピューター制御）
七代⽬製作に協⼒

1989  平成元年 名古屋市市制百周年記念、名古屋市中区若宮⼤通公演「からくり⼈形時計塔
「三英傑」（コンピューター制御）⼋代⽬製作に協⼒
⽯川県⾦沢市天徳院「珠姫物語」（コンピューター制御）⼋代⽬製作に協⼒

1990  平成2 四⽇市市「甕破り⼈形」⼋代⽬製作に協⼒
甕破り⼭⾞ 麾振り⼈形

唐⼦⼈形
甕破り⼈形

⽝⼭市「三番叟⼈形」⼋代⽬製作に協⼒
愛知淑徳⼤学⾮常勤講師となる（平成１２年まで）

1991  平成3 ⽝⼭市「猩々⼈形」⼋代⽬製作に協⼒

1992  平成4 ⽝⼭市、名鉄⽝⼭駅東⼝「からくり⼈形時計塔・桃太郎」（コンピューター制御）
⼋代⽬製作に協⼒
岐⾩県古川町起し太⿎の⾥（祭り会館）「三番叟⼈形」⼋代⽬製作に協⼒
蒲郡市、三⾕温泉ホテル平野屋「⽵取物語」（コンピューター制御）⼋代⽬製作に協⼒
名古屋港⽔族館「浦島⼈形」（コンピューター制御）⼋代⽬製作に協⼒

1993  平成5 岐⾩県古川町起し太⿎の⾥（祭り会館）「弁慶･⽜若丸⼈形」⼋代⽬製作に協⼒

1994  平成6 三重県まつり博覧会「松尾芭蕉⼈形」⼋代⽬製作に協⼒
⽝⼭市、「⽻⾐」⼋代⽬製作に協⼒
第２回ＥＵジャパンフェスティバル、ポルトガル･リスボンにてからくり⼈形展⽰、実演
名古屋市⼤須、萬松寺「信⻑⼈形」（コンピューター制御）⼋代⽬製作に協⼒

1995  平成7 三⽉、⼋代⽬引退、三男庄次九代⽟屋庄兵衛を襲名
⼋⽉、⼋代⽬逝去
からくり⼈形展「歴代 ⽟屋庄兵衛展」（名古屋・横浜三越）開催
名古屋三越 １９９５年１２⽉２７⽇〜１９９６年１⽉８⽇
横浜三越 １９９６年１⽉２３⽇〜１９９６年１⽉２８⽇

座敷からく 茶運⼈形 製作

1996  平成8 ⽝⼭市余坂町 宝袋 ⼆福神 ⼤⿊⼈形 全⾯修復
恵⽐寿⼈形 〃
麾振り⼈形 〃
宝袋 〃

⽝⼭市からくり展⽰館に⼯房開設、嘱託となる

座敷からくり 独楽廻し
座敷からくり 春駒

1997  平成9 ⽝⼭市寺内町 ⽼松 淡路嶋 神宮⼈形 全⾯修復
巫⼥⼈形 〃

⽝⼭市⿂屋町 真先 乱杭渡り 麾振り⼈形 復元
⻑野県坂井村 ⽔⾞からくり 修那羅⼤天武⼈形
岐⾩県恵那郡加⼦⺟村 ⽔無し神社 禰宜⼈形
創作からくり⼈形 からす天狗 ⽜若丸⼈形

からす天狗⼈形
対⾯式⼈形（体験⽤）  麾振り⼈形

1998  平成10 からくり⼈形の世界展「歴代 ⽟屋庄兵衛展」（神⼾・京都・東京⼤丸ミュージアム）開催
神⼾⼤丸ミュージアム １９９７年１２⽉２８⽇〜１９９８年１⽉１３⽇
京都⼤丸ミュージアム １９９８年２⽉１９⽇〜３⽉３⽇
東京⼤丸ミュージアム １９９８年７⽉３０⽇〜８⽉１１⽇
江⼾末期、⽥中久重が製作した「⼸曳童⼦」完全復元
九代⽬襲名３年を期に襲名披露を⾏う

1999  平成11 常滑市保⽰区 保楽⾞ 桃太郎⼈形 全⾯修復
⽝⼭市本町 威英 唐⼦遊び 倒⽴唐⼦ 全⾯修復

鐘叩き唐⼦
蓮台押し唐⼦

清須市⻄枇杷島町 頼光⾞ 坂⽥公時⼈形 全⾯修復
⽯川県⾦沢市、財団法⼈⼤野からくり記念館 独楽廻し⼈形
⽶国フロリダ州、ディズニーワールド・エプコットセンター⽇本観にて
   「からす天狗」、「茶運⼈形」の展⽰、実演（１９９９年１０⽉１⽇〜２０００年１２⽉３１⽇）

2000 平成12 ⽝⼭市練屋町 国⾹蘭 ⽯橋獅⼦ 唐⼦⼈形 全⾯修復
⽂殊菩薩⼈形 全⾯修復

愛知県⽴芸術⼤学講師となる（３年間）
独国ハノーバー万博ＪＡＰＡＮ ＤＡＹレセプション出展のため「新・からす天狗」製作
２体の⼈形が乱杭を渡る 新・からす天狗 ⽜若丸⼈形

⼤天狗⼈形
⼩天狗⼈形

名古屋市北区⽂化⼩劇場記念公演展⽰、実演
東海市横須賀町公道組 圓通⾞ 唐⼦⼈形 ⼸射り⼈形３体 復元

⼸射り⼈形
⽮持ち⼈形
ちゃんちゃん⼈形

第⼆⼗⼆回都市⽂化奨励賞受賞（都市⽂化会議主催）

2001  平成13 ⽝⼭市新町 浦島 浦島 浦島⼈形 全⾯修復
⼄姫⼈形 〃
⻲ 〃

鈴⿅サーキット特別企画展「〜時を越えて〜アシモと夢のからくり⼈形 夢の共演」
⽝⼭市⽂化功労表彰
第⼗六回パチンコ⼤衆⽂化・福祉応援賞受賞
名古屋市北区萩野通に新⼯房・ギャラリー竣⼯

2002 平成14 ⽝⼭市中本町 ⻄王⺟ ⻄王⺟ ⻄王⺟⼈形 全⾯修復

年
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  桃の⽊綾渡りする唐⼦⼈形 綾渡り⼈形 全⾯修復
創作「からくり五⽉⼈形」製作
⽶国ハワイ州ホノルル、まつりインハワイに参加および州知事公館ワシントンプレイスにて
「からす天狗」「茶運⼈形」展⽰、実演
⾼⼭市、獅⼦苑 えびす⽂字書き⼈形
⽶国モンタナ州、熊本たけのこ会創⽴５０周年公演「モンタナ州⽂化交流事業」に参加
スイス⽂化交流、スイスにて時計、オルゴール、オートマタの⼯房及び博物館の視察、交流
東海テレビスポーツ･芸能選奨受賞

2003 平成15 ⽝⼭外町 梅梢戯 梅梢戯 梅の⽊倒⽴唐⼦⼈形（２体） 全⾯修復
姉唐⼦⼈形
⼩唐⼦⼈形

名古屋市芸術賞受賞
国⽴科学博物館へ復元の「茶運⼈形」寄贈
第⼆⼗三回伝統⽂化ポーラ賞受賞
名古屋テレビ「⼈間⽟屋庄兵衛」放映
江⼾⼤博覧会－モノづくり⽇本－「からす天狗」「茶運⼈形」「独楽廻し⼈形」展⽰、実演

2004  平成16 ⽝⼭市⿂屋町 真先 乱杭渡り ⽇蓮上⼈ 全⾯修復
星⼈形 全⾯修復

四⽇市新町 前⼈形 修復
⽂字書き⼈形  〃
額持ち⼈形  〃
天神⼈形  〃

富⼭海⽼江 唐⼦⼈形 修復
国際交流基⾦⽇本⽂化紹介派遣事業（イギリス、フランス、イタリア、モロッコ）
「からくり⼈形レクチャーデモンストレーション」に参加

2005  平成17 愛･地球博に愛知県館「踊る指南鉄塔」モニュメントとしてコンピューター制御の「唐⼦指南⾞」を制作
愛･地球博 中部先年共⽣村「千年時計」に唐⼦を製作
七⽉、⼤英博物館に「茶運⼈形」寄贈
座敷からくり 五⽉⼈形
座敷からくり ⼸曳童⼦
⽟屋庄兵衛の世界展「伝統と継承のすべて」開催
ＪＲ名古屋⾼島屋 ２００５年９⽉１⽇〜９⽉１２⽇
京都⾼島屋 ２００６年３⽉２３⽇〜４⽉３⽇
⽥原市博物館 ２００６年４⽉２８⽇〜５⽉２８⽇
東京⽇本橋⾼島屋 ２００６年６⽉１４⽇〜２４⽇
北海道⼋雲町（尾張藩開拓村）にて、名古屋市との交流のため、からくり（からす天狗、茶運⼈形、
⼸曳き童⼦）の実演を⾏う
九代⽟屋庄兵衛襲名⼗周年を⾏う
⽶国ロスアンゼルスにて、⽇⽶親善交流ジャパンエキスポ２００５に参加
茶運⼈形、⼸曳き⼈形のからくりを披露
⽇本機械⼯業連合会、三菱総合研究所が地域における「ものづくり」の強みに関する調査、研究を
⾏う。調査、研究委員を拝命する

2006  平成18 国際交流基⾦⽇本⽂化紹介派遣事業（アルジェリア、シリア）
⽝⼭市熊野町組 住吉台 住吉･⽩楽天 住吉 修復

⽩楽天 修復
半⽥ ⼄川 南⼭⼋幡⾞ 役の⾏者 創作

⻤⼈形
有松東町 蓮台 復元
上尾市 茶運び⼈形、麾振⼈形、品⽟⼈形 製作

2007 平成19 半⽥ ⻄成岩⻄組 敬神⾞ 鵺退治 鵺 創作
源頼政
藤原公能

有松東町 蓮台 復元
上尾市 茶運び⼈形 製作

麾振り⼈形  〃
品⽟⼈形  〃

ボストンＭＩＴ、ワシントンにて「⽟屋庄兵衛の世界」を⾏う（ＮＰＯからくりロボット主催）

2008  平成20 国際交流基⾦⽇本⽂化紹介派遣事業（オーストラリア シドニー、キャンベラ）
名古屋⼤学豊⽥講堂リニューアル事業としてトヨタ製作ロボットと共演
「天才からくり師の世界展」（東海テレビ主催）松坂屋にて開催

2009 平成21 3⽉ ⼭⾞からくり⼈形「紅葉狩（更級姫）」⽝⼭祭り保存会の依頼で創作。⽝⼭⾼校⽣に供⽤
美術館にて三宅⼀⽣主催による企画展「⾻展」に向け新作 ⼸曳⼩早⾈ 創作
スウェーデン「国際⼈形フェス」に参加（茶運⼈形、⼸曳童⼦）

2010  平成22 下半⽥南組 ⼆福神 ゑびす⼈形 創作
⼤⿊⼈形  〃
宝船  〃

愛知の祭り・からくり講演会（5⽉9⽇ウエスティンナゴヤキャッスルホテルにて）開催

2011  平成23 下半⽥南組 ⼆福神 創作
美濃⽵⿐上鍋屋町 布袋おどり⼈形 復元

5⽉ 韓国⼤⽥「ロボット展」に参加（茶運⼈形、⼸曳童⼦）
5⽉ 国際交流基⾦⽇本⽂化紹介派遣事業（カナダ オタワ、トロント）「伝統と⾰新国 ⽇本」展
10⽉ 国際交流基⾦⽇本⽂化紹介派遣事業（ポルトガル、ドイツ、チェコ、ルクセンブルグ）
11⽉ イタリアトリノ市において海外初の「からくり展⽰会」を実施

2012  平成24 名駅⼭⾞揃え紅葉狩 紅葉狩 従者⼈形 復元
⼩牧中本町 唐⼦⼈形 修復

6⽉18⽇〜25⽇  「ビアリストック国際⼈形劇フェスティバル」（ポーランド）に出演
7⽉21⽇〜9⽉17⽇  「⼆筆⽂字書き⼈形」を安城市歴史博物館より依頼を受け復元
8⽉4⽇〜27⽇  プリンスホテル新⾼輪「⼤⼈形博」に出品
9⽉15⽇〜12⽉2⽇  「座敷からくり展」⽝⼭市からくり展⽰館に出品
10⽉6､7⽇ 半⽥⼭⾞祭りに「臨時⽟屋⼯房」を開設
10⽉17⽇ NHK「歴史秘話ヒストリア」に出演

2013  平成25 美浜町布⼟上村組 中唐⼦⼈形 全⾯修復
⼩唐⼦⼈形  〃
⽊・蓮台  〃

尾張横須賀本町 ⼤唐⼦⼈形 復元
⼩唐⼦⼈形  〃
前⼈形  〃

内海岡部 蓮台押し唐⼦⼈形 修復
逆⽴ち唐⼦⼈形  〃
⽊・蓮台  〃

 4⽉〜  ⾄学館⼤学伊達コミュニケーション研究所客員研究員就任

2014  平成26 尾張横須賀公通組 ⼩⽊偶⼈形 修復



10⽉10⽇ 「愛知の名⼯」愛知県優秀技能者表彰者として⼤村知事より表彰される
10⽉18⽇〜12⽉14⽇  古川美術館特別展・⼩⼭硬⽒との⼆⼈展を開催

2015 平成27  半⽥⻄成岩彦洲組 巫⼥⼈形 修復
7⽉2⽇  京都市より「祇園祭⼭鉾⾏事功労者」として表彰される
9⽉23⽇  名古屋市科学館と共催で「第１回親⼦からくり教室」を開催
11⽉6⽇  ⽇本外国特派員協会主催「“Heart”of Japan AICH NIGHT」に出演
11⽉9⽇ 「現代の名⼯」（「卓越した技能者表彰」）として厚⽣労働省⼤⾂より表彰される
12⽉13⽇  「あいち⼭⾞まつり⽇本⼀協議会」決起イベントでからす天狗を実演
12⽉15⽇  「⽇本・インドネシア交通次官級会合」が名古屋キャッスルホテルで開催され、ゲストとして参加、実演

2016 平成28 美濃⽵⿐ 湯取⼈形 修復
関常盤町 桃太郎⼈形 復元
名駅⼭⾞揃え 唐⼦⾞ 唐⼦ 逆⽴ち唐⼦⼈形 修復

3⽉8⽇ 「国際プラズマ学会」が名古屋栄テレビ塔で開催されゲストとして参加・実演
3⽉26⽇ 「ロボカップジャパンオープン２０１６愛知」が愛⼯⼤で開催され講演および実演を実施
5⽉23⽇ ⽇本観光振興協会中部⽀部より「平成２８年度観光事業功労⽀部⻑表象」される
3⽉15⽇〜5⽉28⽇  伊勢志摩サミットの各種事業でからくり⼈形の実演、展⽰をおこなう
5⽉27⽇〜6⽉7⽇ 「世界⼈形劇フェスティバル2016 IN サン・セバスティアン」にからす天狗、⽂字書き⼈形などで出演
6⽉20⽇〜7⽉4⽇ 「からくり⼈形展」が東京⽇本橋東海東京証券ギャラリーで開催、からくり⼈形を多数出品
7⽉20⽇ アメリカ⼤使館⾸席公使ジェイソン・P．・ハイランド様、⼯房をご訪問
8⽉11⽇ 「第１８回結晶成⻑国際会議」が名古屋マリオットホテルで開催されゲストとして参加・実演
9⽉15⽇ 「第２１回気体放電とその応⽤国際会議」が名古屋国際ホテルで開催されゲストとして参加・実演
9⽉25⽇ 「あいちトリエンナーレ２０１６舞台芸術公募プログラム」の『巡礼』に主役で出演
10⽉27⽇ 「国際メトロポリス会議２０１６愛知・名古屋」が熱⽥神宮会館で開催されゲストとして参加・実演
11⽉19⽇ 「あいち技能プラザ２０１６」が名古屋市吹上ホールで開催され講演及び実演を実施
12⽉11⽇ 「第１６回全国障害者芸術・⽂化祭あいち⼤会」に参加。講演及び実演を実施

2017 平成29 2⽉1⽇  ⼤野からくり記念館 三番叟⼈形（⼤野弁吉モデル）
茶運び⼈形（⽟屋モデル）

（公財）堀江オルゴール館 品⽟⼈形
五⽉⼈形
体験型麾振り⼈形

1⽉15⽇ 「第１回 ⼭⾞・からくり⼈形写真コンテスト」の表彰式開催。審査員として参加
2⽉3⽇  尼崎⼤覚寺能楽「芦刈」⼈形３体（天狗、夫、妻９を制作。コンピューター制御
2⽉26⽇  あいち⼭⾞まつり⽇本⼀協議会の広報⼤使として⼤村知事より任命される
1⽉15⽇ 「⼭⾞・からくり⼈形写真コンテスト表彰式」（主催︓中⽇新聞）実演・解説、パネリストとして出演。
2⽉26⽇ あいち⼭⾞祭り⽇本⼀協議会広報⼤使として⼤村知事より任命される。
3⽉26⽇ 「からくりオリンピック」（主催︓公財あすて）にて実演・解説。
6⽉4⽇ 古川美術館財団設⽴30周年記念事業において、「からす天狗」を実演、能楽笛⽅藤⽥六郎兵衛⽒とコラボレーションを⾏う。
7⽉20⽇ テレビ東京「世界︕にっぽんに⾏きたい⼈応援団」に出演。からくり⼈形が⼤好きなカナダ⼈を指導。
7⽉27〜30⽇ ポートメッセで開催された「ロボカップ名古屋 世界⼤会」において実演、展⽰を⾏う。
8⽉2⽇ 「東海市ものづくり道場」において「第1回親⼦からくり教室」を実施。
8⽉22〜25⽇ 愛知県海外ＰＲミッション事業として、シンガポールにて⼤村知事とともに県ＰＲを⾏う。
9⽉24⽇ 名古屋市科学館との共催で「第３回親⼦からくり教室」を実施。
10⽉7,8⽇ 第8回半⽥⼭⾞まつりにおいてブースを出し、「からす天狗」など実演・解説。
11⽉18⽇ ＮＨＫ「ブラタモリ」に出演。堀川太夫堀の公園でタモリさんに茶運び⼈形を披露。
11⽉26⽇ ⼤坂毎⽇放送「林先⽣の初⽿学」に出演。⼸曳童⼦を披露。
11⽉27〜30⽇ ＮＨＫドラマ「Ｒの法則スペシャル ⼤江⼾ロボコン」に⽟屋さん製作のからくり⼈形が⼤挙出演。12⽉2⽇には総合波でも放送。
12⽉13⽇ 東京名古屋都市連携ファムトリップ事業として海外のツアーコーティネーター・キーパースンにナゴヤキャッスルホテルにて実演・解説。

2018 平成30年 武豊⼩池組 唐⼦⼈形 修復
蓮台 復元

尼崎⽉峯⼭⼤覚寺 御神籤からす天狗 創作
1⽉26⽇ ⽇本貿易振興機構（ジェトロ）主催の産業観光海外メディア招聘プログラムにおいて実演・解説（料亭蔦茂）。
2⽉16⽇ 名古屋都市再開発推進協議会歴史⽂化都市（名古屋商⼯会議所）シンポジウムにおいて実演・解説。
3⽉27⽇〜5⽉20⽇ ブラジル サンパウロ市ジャパンハウスにて外務省戦略的対外発信拠点室主催の「Prototyping in Ｔｏｋｙｏ」展

にて「⼸曳き⼩早⾈」を展⽰。
6⽉4⽇ 名古屋伝統産業協会（中⽇パレス）において実演・解説。
8⽉17⽇〜10⽉10⽇ ⽶国ロサンゼルス市ジャパンハウスにて外務省戦略的対外発信拠点室主催の「Prototyping in Ｔｏｋｙｏ」展
8⽉9⽇ 「東海市ものづくり道場」において「第2回親⼦からくり教室」を実施。
9⽉23⽇ 名古屋市科学館との共催で「第4回親⼦からくり教室」を実施。
10⽉2〜23⽇ 愛知⼯業⼤学秋期オープンカレッジでからくり⼈形製作を指導。
10⽉27⽇ 東海市横須賀町「横須賀⽂化の⾹るまちづくり協議会主催で「親⼦からくり教室」を実施。

12⽉6⽇ 藤沢周平時代劇『闇の⻭⾞』（映画専⾨チャンネル20周年記念作品）の⼩道具として茶運び⼈形を東映京都撮影所に納める。
12⽉10⽇ ＮＨＫ「プロフェッショナル仕事の流儀」に出演。9ヶ⽉にわたる密着取材で九代⽟屋庄兵衛の実像が伝えられた。
12⽉11⽇ 東京名古屋都市連携ファムトリップ事業として海外のツアーコーティネーター・キーパースンに料亭「河⽂」にて実演・解説。
12⽉14⽇ ＮＨＫ「ブラタモリ」の本『ブラタモリ本』に⽟屋庄兵衛さんの特集が掲載される。

2019 平成31年 半⽥砂⼦組 三番叟 復元
東京神⽥ ⽜若丸⼈形 修復
京都祇園祭 蟷螂⼭ 蟷螂⼭ 蟷螂 修復
箱根本間寄⽊美術館 寄⽊からくり ⼤名⾏列三⼈揃 創作
尼崎⽉峯⼭⼤覚寺 御神籤からす天狗 船弁慶 創作

琵琶法師  〃
弁財天  〃

1⽉〜2⽉ 英国ロンドン市ジャパンハウスにて外務省戦略的対外発信拠点室主催の「Prototyping in Ｔｏｋｙｏ」展
にて「⼸曳き⼩早⾈」を展⽰。

2⽉6〜7⽇ 「次世代ものづくり基盤技術産業展」（吹上ホール）で実演・解説。
2⽉12⽇ 名古屋商⼯会議所歴史⽂化都市委員会シンポジウムにおいて実演・解説。
2⽉15⽇ 名古屋観光ブランド協会式典（キャッスルホテル）にて実演・解説。
3⽉3⽇ 第70回全国植樹祭記念事業の⽊づかい⼈に選ばれ⽝⼭市において、「親⼦からくり教室」、実演・解説を⾏う。
3⽉18⽇ 技能五輪歓迎レセプション（徳川園）において、技能五輪検証委員メンバーにたいし、実演・解説。
3⽉19⽇ 「愛知県芸術⽂化選奨」受賞

令和元年 6⽉1〜2⽇ 第70回全国植樹祭記念事業としてサテライト会場（オアシス）において実演・解説。
6⽉14⽇ 第20回酵素応⽤シンポジウム（北名古屋市天野エンザイム慈善ホール）において実演・解説。
7⽉2⽇ トピックス（株）創⽴40周年事業（名古屋観光ホテル）において実演・解説。
8⽉8⽇ あいち⼭⾞⽂化魅⼒発⾒講座においてからくり⼈形披露。
8⽉9⽇ 「東海市ものづくり道場」において「第３回親⼦からくり教室」を実施。
9⽉22⽇ 名古屋市科学館との共催で「親⼦からくり教室」を実施。
11⽉22⽇ Ｇ２０外相会議の国際メディアセンターにおいて「茶運び⼈形」の展⽰を⾏こなう。
12⽉4⽇ 豊⽥⾃動織機技術発表・展⽰会において実演・解説。
12⽉5⽇ 東京名古屋都市連携ファムトリップ事業として海外のツアーコーティネーター・キーパースンに徳川園にて実演・解説。
12⽉6⽇ ⽂化庁⻑官賞受賞

2020 令和2年 1⽉6⽇〜3⽉1⽇ 六甲オルゴールミュージアム特別展「からくり⼈形 ⻄洋と⽇本」「茶運び⼈形」、「三番叟⼈形」を出品。 茶運び⼈形 製作
1⽉24⽇ 名古屋産業振興公社新春講演会（キャッスルプラザホテル）において実演・解説。
1⽉29⽇〜2⽉4⽇ 国際交流基⾦（モスクワ）からの招聘でロシア・モスクワ公演にて、実演、解説、ワークショップ開催。
3⽉19⽇ 「愛知県芸術⽂化選奨」受賞。
3⽉末⽇ IMASEN⽝⼭からくりミュージアム「ふた筆⽂字書き⼈形」製作（今仙電機提供） ⼆筆⽂字書き⼈形 製作

3⽉以降、新型コロナウイルス流⾏で多くのからくり⼭⾞祭りが中⽌となり、後援会活動もほぼ休⽌状態が続く。

6⽉10⽇ IMASEN⽝⼭からくりミュージアム⽟屋庄兵衛⼯房オープン。


