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ごあいさつ

　本日は、調布市民文化祭•調布三曲協会演奏会にお運びくださいまし

て、厚く御礼申し上げます。

　今年3月２０日（火）、公益財団法人調布文化・コミュニティー振興財

団主催の「たづくりアートフェスティバル」に参加する機会を頂き、

箏、尺八、篠笛の指導と演奏をしました。親子連れの皆さまをはじめ、

様々な年齢層の方たちに大勢参加して頂き、普段接することが少なくな

っている和楽器をほんの僅かな時間ではありましたが体験していただき

ました。日本の伝統芸能や楽器に興味を持っていただくきっかけになれ

ばたいへん嬉しく存じます。

　来年4月2日（日）には当ホールにおいて、三曲協会創立55周年記念演

奏会を開催いたします。

　55年間滞る事なく続けてこられました事に感謝し、これからも会員そ

れぞれが努力を続けてまいりたいと思っております。皆様方に楽しんで

いただける曲目を演奏いたしますので、お誘い合わせのうえご来場頂き

ますようお願い申し上げます。

　本日、会員と門下生たちはこの一年間の勉強の成果を披露させていた

だきますので、忌憚のないご意見、ご感想をおきかせいただけましたら

幸いです。

　今後ともより一層のご支援ご鞭撻を賜わりますよう宜しくお願い申し

あげます。

調布三曲協会　会長  柴田 裕子



<<プログラム>>
―　開演１１時 ―

 1. 千鳥曲 (花結びの会)

 2. 園の秋 (仲林光子社中)

 3. 箏のしらべ (原田眞樹子)

 4. あけぼの (美蔦洋子社中)

 5. 末の契 (佐藤吉和)

 6. 五段砧 (中込棋山)

 7. 北風のとき (柴田裕子)

 8. 嵯峨の秋 (三輪輝夫社中)

 9. 夏の祭 (駒井孝子社中)

10. 新道成寺 (村岡ふみ社中)

11. 篝火 (田代せつ子社中)

12. 祭花二番 (阿部カヨ子社中)

13. 四季の柳 (上口房子社中)

14. 雨夜の月 (美蔦洋子社中)

15. 時鳥 (吉川和博社中)

16.真珠伝説 (中山淑子)

17.小鳥の歌 (阿部カヨ子社中)

18.風の詩 (村岡ふみ社中)

19.想 (松本愛子社中)

20.木もれび (中西賀代子社中)

21.虫の音 (田村社中・木野)

22.新潮 (岩崎瑶子)

23.新娘道成寺 (橋本洋社中)

24.鳳将雛 (𣘺本竹咏社中)

25.陽気なウグイス (佐藤義久社中)

26.さらし風手事 (松田孝子)

27.じょんがら (香樹会)

28.東北民謡による組曲 (佐藤貴采)

29.春の海 (中西賀代子社中)

司会 松村範子・高見優子
舞台進行 宮城野楽器

―　終演18時 頃―
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<<演奏曲目>>

吉沢検校　作曲

1. 千鳥の曲 第一箏 丸山　幸子 山田　陽斗 島田　志歩

清水　正子

山中　優子 峰岸利津子 栗生沢美恵子

第二箏 狩野喜美井 宮武なほ子

尺八 三輪　輝夫 本多　秀行

菊岡検校　作曲

2. 園の秋　 三絃（三下がり） 市川二三子 佐藤眞理子

三絃（本調子） 仲林　光子

尺八 橋本　　洋

   長澤勝俊　編曲

3. 箏のしらべ Ⅰ箏 原田眞樹子

Ⅱ箏 駒井　孝子

十七絃 石田　敦子           

中能島欣一　作曲

4. あけぼの 第一箏 美蔦　洋子 今田ヒカル

第二箏 岩崎　瑶子
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松浦検校　作曲

松崎・八重崎検校　手付

5. 末の契 箏 佐藤　吉和

尺八 橋本　　洋

光崎検校　作曲

6. 五段砧 尺八 中込　棋山

箏本手 岩舘　麻理

箏替手 村岡　ふみ

宮田耕八朗　作曲

7. 北風のとき 十七絃 柴田　裕子

尺八 佐藤　貴采 

菊末検校　作曲

8. 嵯峨の秋 箏本手 村尾　政江

箏替手 山本みどり

尺八 三輪　輝夫 本多　秀行

宮田耕八朗　作曲

9. 夏の祭 一箏 駒井　孝子 中尾　美子

二箏 中山　淑子

十七絃 石田　敦子

三絃 松本　愛子

尺八 橋本　　洋

作曲者不詳

10. 新道成寺 箏 長崎　泰子 原田　敦子

三絃 村岡　ふみ 金森　遊美 岩舘　麻理

尺八 中込　棋山

（１時１５分頃）
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野村正峰　作曲

11. 篝火 一箏 飛鳥千鶴子 上杉みち江 石井　祥子

二箏 田代せつ子 二井内雅子

尺八 橋本　　洋

吉崎克彦　作曲

12. 祭花二番 一箏 鈴木　茂子 松井日向子

二箏 相見理佳子 阿部カヨ子

十七絃 本橋　栞菜

尺八 風間　禅寿

宮城道雄　作曲

13. 四季の柳 箏 石原二三江

三絃 上口　房子

尺八 𣘺本　竹咏

初代　中能島松声　作曲

14. 雨夜の月 箏 美蔦　洋子 島田ふみ子 石原八千代

岩崎　瑶子 中條　暁美 高橋　七海

三絃 有田　怜香

山田検校　作曲

15. 時鳥 箏 吉川　和博 小川博綾和 酒井　千代

平松　順子 秋本　博松

三絃 久松　君博
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水川寿也　作曲

16. 真珠伝説 １箏 中山　淑子

２箏 駒井　孝子

十七絃 石田　敦子

三絃 松本　愛子

尺八 橋本　　洋

宮城道雄　作曲

17. 小鳥の歌 箏 本橋　栞菜 鈴木　茂子 松井日向子

相見理佳子 阿部カヨ子 織笠　洋子

尺八 風間　禅寿

国澤秀一　作曲

18. 風の詩 箏Ⅰ 長崎　泰子 原田　敦子

箏Ⅱ 中山　淑子

三絃 金森　遊美 岩舘　麻理

十七絃 村岡　ふみ

権藤悦子　作曲

19. 想 一箏 権藤　悦子

二箏 松本　愛子

吉崎克彦　作曲

20. 木もれび（光と波と）

箏 中島久美子 嶌田ケイ子 金　　徹雄

中西賀代子 中西さくら 鈴木　厚子

三絃 松井　妙子 木原　久子 中島　知子

田中　曙生

十七絃 浅井　恵子

（３時４５分頃）
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藤尾勾当　作曲

中田博之　低音手付

21. 虫の音 箏本手 田村　博寿 平井　　梓 木野喜美子

箏低音 渡邊　博園

三絃 吉川　和博 山田博佳寿 平井博千寿

久松　君博

中能島欣一　作曲

22. 新潮 第一箏 岩崎　瑶子

第二箏 美蔦　洋子

石川勾当　作曲

23. 新娘道成寺 尺八 橋本　　洋 小林　榮一 中込　棋山

山本　麦玲 金　　徹雄

三絃 飛鳥千鶴子

箏 田代せつ子 二井内雅子

初世　黒沢琴古　作曲

24. 鳳将雛 本手（一尺八寸管) 武田　鷺咏 野島　　實 上口外洋男

丸山　則義

替手（一尺八寸管) 𣘺本　竹咏

佐藤義久　作曲

25. 陽気なウグイス

第一箏 佐藤　義久 山崎　泰子 高橋　智

多田　光希

第二箏 沼田　智恵 関根　夢佳

十七絃 小笠原夏美
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宮城道雄　作曲

26. さらし風手事 箏高音 松田　孝子

箏低音 上口　房子

宮田耕八朗　作曲

27. じょんがら 箏 原口恵美子 井戸　勝代 細野　道子

渡辺　澄子

十七絃 森山　知子 岡村　久美

三絃 濱崎　純子 牧内　敬子 小西　寿子

牧野由多加　作曲

28. 東北民謡による組曲

尺八 佐藤　貴采

箏Ⅰ 柴田　裕子

箏Ⅱ・三絃 佐藤眞理子

十七絃 明妻　薫子

宮城道雄　作曲

29. 春の海 箏 中西さくら 中島久美子 中西賀代子

嶌田ケイ子 中島　知子 鈴木　厚子

松井　妙子 浅井　恵子 田中　曙生

尺八 風間　禅寿 浅野　宏樹

（５時50分頃）
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調布三曲協会会員教授所
[箏絃]

阿部 カヨ子 〒182-0012 調布市深大寺東町 8-8-6 042(485)2883

岩崎　 瑶子 〒182-0025 調布市多摩川6-11-4 042(485)7859

上口 　房子 〒182-0005 調布市東つつじヶ丘 3-11-37 03(3305)5477

木野 喜美子 〒182-0014 調布市柴崎2-18-11 042(484)2669

駒井 　孝子 〒182-0011 調布市深大寺北町 1-2-2 042(482)8313

佐藤 　美穂 〒182-0022 調布市国領町 6-20-10 042(481)3291

佐藤 　吉和 〒157-0062 世田谷区南烏山5-12-11 宮本ビル2D 03(3308)8105

佐藤 　義久 〒182-0024 調布市布田1-24-4 (大西楽器店内) 042(483)3333

柴田 　裕子 〒182-0014 調布市柴崎 2-4-1-911 042(486)6345

田代 せつ子 〒182-0002 調布市仙川町 2-21-2 03(3300)5773

田村 　博寿 〒183-0015 府中市清水が丘 1-4-48 042(201)4239

               クラージュ東府中2F

土橋 　由美 〒182-0023 調布市染地 3-1-92 ト 9-202 042(485)6432

中西 賀代子 〒182-0024 調布市布田 4-3-5-701 042(482)0900

仲林　 光子 〒359-1106 所沢市東狭山ケ丘 2-2901-27 04(2921)2687

中山 　淑子 〒192-0354 八王子市松が谷 50-1-206 042(674)1342

原田 眞樹子 〒182-0021 調布市調布ヶ丘 3-48-4-506 042(485)3379

牧内 　敬子 〒182-0021 調布市調布ヶ丘 3-29-3 042(482)8565

松田 　孝子 〒182-0026 調布市小島町 3-51-2-5-104 042(483)2379

松本 　愛子 〒197-0022 福生市本町 36フェリース福生 201 042(551)3896

丸山 　幸子 〒182-0034 調布市下石原 1-56-5 042(498)1336

美蔦 　洋子 〒182-0024 調布市布田 5-21-35 042(488)0750

村岡 　ふみ 〒182-0024 調布市布田 2-7-4調布ハイツ 201 042(482)1241

吉川 　和博 〒182-0006 調布市西つつじヶ丘 4-36-4 042(483)3369

[尺八]

佐藤 　貴采 〒215-0023 川崎市麻生区片平 4-24-8 044(989)0758

中込 　棋山 〒182-0033 調布市富士見町 3-1-26 042(487)3432

𣘺本 　竹咏 〒183-0027 府中市本町 3-33-5 南乃家 101号 042(363)6627

橋本 　　洋 〒206-0023 多摩市馬引沢2-7-3-B105 090(5514)7735

細山 　伶観 〒167-0053 杉並区西荻南 2-18-17-502 03(5934)7822

三輪 　輝夫 〒182-0034 調布市下石原 3-36-4 042(488)3331
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調布三曲協会事務局

〒182-0024  調布市布田5-21-35

            電話 042 (488) 0750 

美蔦 洋子

調布三曲協会

      創立55周年記念演奏会
平成29年4月2日（日）

調布市文化会館たづくり　２F くすのきホール

案内図

調布駅南口より徒歩3分

調布三曲協会ブログ

http://www.chofu-sankyoku.jp/




