
 

 

第64回調布市民文化祭

三 曲 演 奏 会

箏・三絃・尺八による

と  き/  2019年11月10日（日） 

                   （午前11時開場、11時30分開演）

ところ/  調布市文化会館たづくり２階 

                              くすのきホール

主 催/  調布市 調布市教育委員会         

　　　     （公財） 調布市文化・コミュニティ振興財団

　　　     調布市文化協会

運 営/  第64回調布市民文化祭実行委員会

           調布三曲協会



ごあいさつ

調布三曲協会会長

柴田 裕子

 

 

 
　皆様、本日はご来場頂きありがとうございます。

　元号が令和に変わり初めての調布市民文化祭も、６４回目を迎える

事が出きました。関係各位のお力添えに心より御礼申し上げます。

　

　近年、子供たちが日本文化に触れる機会が少なくなっています。今

年も公益財団法人調布市文化・コミュニティ振興財団に多大なご支援

を頂き、２回目の「ちょうふ市民カレッジ　ミライ伝統教室　和の響

き　箏」を８月より開催することができました。小学３年生から6年生

の受講生２０名を、調布三曲協会会員が指導してまいりました。慣れ

ない正座で、お箏の練習に取り組み一心に努力する姿は真剣そのもの

でした。本日は、その練習の成果をお聴きいただき、子供たちを暖か

く見守って下さいましたら嬉しく存じます。

　

　今年は、若手演奏家に発表の場を提供する新事業「若手奨励プログ

ラム」を企画しました。調布市在住で、今年東京芸術大学を卒業し、

プロの尺八奏者として活躍が期待されている若手のホープ、風間禅寿

さんに全てお任せしました。今日は、調布三曲協会が創立５０周年に

福嶋頼秀先生に委嘱した『恋物語』を、東京芸術大学の学生、相模女

子大学の箏曲サークル・奏弦華、平成尺八塾そして調布市立第三中学

校尺八部の皆さん全員で演奏してくださることになりました。どうぞ

若さ溢れる演奏をご堪能くださいませ。

　

　この夏の酷暑の中、会員達とその門下生は文化祭に向けて練習に励

んで参りました。本日は、その成果を披露させていただきますので、

お楽しみ下さいますようお願い申し上げます。

　

　今後ともより一層のご支援、ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げ

ます。



♪ プログラム ♪
（11:30 開演） 1. 七夕さま・紅葉・大きな古時計　(ミライ伝統教室・箏)

2. さくら・花筏 (原田眞樹子)
3. 花紅葉 (松田孝子)
4. ナナカマドの日々 (駒井孝子)
5. 日本民謡古謡お国巡り (仲林光子)

（12:30 頃） 6. 彩 (阿部カヨ子)
7. 八千代獅子 (三輪輝夫)
8. 初夏の印象 (岩崎瑶子)
9. 春の曲 (土橋由美)
10. 秋の草 (田代せつ子)

（13:30 頃） 11. 編曲さらし風手事 (香樹会)
12. 北風のとき (柴田裕子)
13. 軒の雫 (𣘺本竹咏)
14. 恋夫砧 (田村博寿)
15. 嵯峨の秋 (花結びの会)

（14:40 頃） 16. 恋物語 (若手奨励プログラム)
17. 奥入瀬川 (中西賀代子)
18. 初鶯 (佐藤祈采)
19. 越後獅子 (村岡ふみ)
20. 陽春                 (佐藤義久)

（15:50 頃） 21. ロンドンデリーの唄 (佐藤美穂)
22. 春の海 (佐藤吉和)
23. 寿くらべ (美蔦洋子)
24. 高麗の春 (中西賀代子)
25. 新暁 (村岡ふみ)

（16:45 頃） 26. 乱輪舌 (橋本　洋)
27. 未来花Ⅱ (阿部カヨ子)
28. 松竹梅 (上口房子)

（17:20 頃終演）

司会 井沢英子
舞台進行 宮城野楽器

お願い：括弧内の予定時刻は多少前後することも予想されますので、時間に余裕を持ってお出か
け下さい。
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♪ 演奏曲目 ♪
渡辺泰子 編曲

1. 七夕さま・紅葉・大きな古時計
(ちょうふ市民カレッジ  ミライ伝統教室  和の響き  箏)
箏Ⅰ 荊    あかり 遠藤 夏末 太田 結実

川名 隼生 岸    小鈴 小島 斡太
櫻井 環奈 清水 はる香 鈴木 理央
鈴木 莉帆子 武田 七海 田阪 楓
寺門 七海 東瀬 柚咲 樋口 咲菜
廣池 絢音 星　　陽向 牧野 燈子
村岡 慧美 森田 珠羽

箏Ⅱ （調布三曲協会会員）
十七絃 （同）
尺八 （同）

作曲者 不詳
2. さくら

唄と箏 柳原 桜彩 原田 眞樹子
沢井忠夫 作曲
花筏

第一箏 原田 万里菜
第二箏 原田 眞樹子

宮城道雄 作曲
3. 花紅葉

箏 田代 せつ子
三絃 松田 孝子 上口 房子
尺八 橋本 洋

米村亜倭 作曲
4. ナナカマドの日々

箏  駒井 孝子
十七絃  石田 敦子
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仲林光子 編曲
5. 日本民謡古謡お国巡り

第一箏 小野 敬子 佐藤 眞理子
第二箏 仲林 光子 市川 二三子
三味線 和田 由美 加藤 美枝子 諸星 淳子

酒井 かおり 森泉 美雪
十七絃 松原 亜弥寧
笛 福士 夏子
尺八 佐藤 祈采 橋本 洋 堀越 正伸
鳴り物 吉口 克彰 

吉崎克彦 作曲
6. 彩

第一箏 杉浦 心渚 眞壁 優佳 越川　瑞
眞壁 智佳

第二箏 阿部 カヨ子 鈴木 茂子 本橋 栞菜
尺八 風間 禅寿

藤永検校 作曲
7. 八千代獅子

箏本手 丸山 幸子 清水 正子 栗生沢 美恵子
峯岸 利律子

箏替手  宮武 なほ子  山中 優子
三絃 狩野 喜美井
尺八 三輪 輝夫 本多 秀行

中能島欣一 作曲
8. 初夏の印象

第一箏（高音） 美蔦 洋子 今田 ヒカル  角田 幸恵
島田 ふみ子

第二箏（低音） 岩崎 瑶子 中村 めぐみ
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吉沢検校 作曲
9. 春の曲

本手  土橋 由美 久保田 真由美
替手  原田 眞樹子

宮城道雄 作曲
10. 秋の草

箏 飛鳥 千鶴子 二井内 雅子
十七絃 田代 せつ子
尺八 橋本 洋

宮城道雄 作曲・牧野由多可 編曲
11. 編曲さらし風手事

第一箏 濵﨑 純子 岡村 久美 井戸 勝代
第二箏 小西 寿子 原口 恵美子
十七絃 森山 知子
三絃 牧内 敬子

宮田耕八朗 作曲
12. 北風のとき

十七絃 柴田 裕子
尺八 佐藤 祈采

宮城道雄 作曲
13. 軒の雫

尺八 𣘺本 竹咏
三絃 石原 二三江
箏 上口 房子
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中田博之 作曲
14. 恋夫砧

箏 渡邊 博園 石川 博佳英 中馬 博佳代
平井 博千寿 金子 博詩

三絃 田村 博寿 山田 博佳寿
尺八 佐藤 祈采

菊末検校 作曲
15. 嵯峨の秋

箏本手 丸山 幸子 峯岸 利律子 清水 正子
山中 優子 宮武 なほ子

箏替手 狩野 喜美井 栗生沢 美恵子
尺八 三輪 輝夫 本多 秀行

福嶋頼秀 作曲
16. 恋物語

(若手奨励プログラム)
一箏 城戸 さくら 小田 奏絵
二箏 谷米 菜々子 知念 匠
十七絃 新藤 理帆 山本 真理子
三味線 都筑 明斗 吉田 友里衣
尺八 風間 禅寿 庄野 文山 大前 知世

宮田耕八朗 作曲
17. 奥入瀬川

第一箏 中島 久美子 リア・アキウッド 嶌田 ケイ子
中西 賀代子 田中 曙生

第二箏 松井 妙子 中島 知子 鈴木 厚子
元芳 通子

十七絃 浅井 恵子
尺八 風間 禅寿

宮城道雄 作曲
18. 初鶯

尺八 佐藤 祈采
箏本手 佐藤 眞理子 松原 亜弥寧
箏替手 仲林 光子
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峰崎勾当 作曲・八重崎検校 箏手付
19. 越後獅子

三絃 牛山 泰子 岩舘 麻理 金森 遊美
村岡 ふみ

箏 山岸 直希
尺八 𣘺本 竹咏

佐藤義久 作曲
20. 陽春

第一箏 佐藤 義久 山崎 泰子 山本 百合子
 坂間 裕子 吉弘 利恵

第二箏 沼田 智恵 高橋　智 松村 千晶
十七絃 小笠原 夏美

フリッツ・クライスラー 作曲
21. ロンドンデリーの唄

胡弓 猪郷 恵子 平   貴子 田代 英子
山平 洋子

大胡弓 佐藤 美穂

宮城道雄 作曲
22. 春の海

箏 佐藤 吉和
尺八 佐藤 祈采

二世 山木太賀 作曲
23. 寿くらべ

箏 美蔦 洋子 島田 ふみ子 高橋 七海
石原 八千代 中村 めぐみ

三絃 有田 怜香
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宮城道雄 作曲
24. 高麗の春

箏 浅井 恵子 中島 久美子 嶌田 ケイ子
中西 賀代子 鈴木 厚子

三絃 松井 妙子 中島 知子 田中 曙生
尺八 風間 禅寿

宮城道雄 作曲・島崎藤村 作詞
25. 新暁

箏高音 村岡 ふみ 赤城 花紗寧
箏低音 山岸 直希
十七絃 岩舘 麻理
胡弓 平出 良太
尺八 平本 清司

八橋検校 作曲
26. 乱輪舌

尺八 小林 榮一 山本 麦玲 橋本    洋
箏 田代 せつ子 飛鳥 千鶴子 二井内 雅子

水野利彦 作曲
27. 未来花Ⅱ

第一箏  金子 将子
第二箏 阿部 カヨ子
十七絃 眞壁 智佳
尺八 風間 禅寿

三ツ橋勾当 作曲
28. 松竹梅

箏 石原 二三江
三絃 上口 房子
尺八 𣘺本 竹咏

〜　〜　〜〜　〜　〜　〜　〜　〜　〜　〜　〜　〜
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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 6-20-10 090(6525)6760
佐藤 　吉和 〒157-0062 世田谷区南烏山 5-12-11 03(3308)8105
              　　　    　    　宮本ビル 2D
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 多摩川住宅 042(485)6432

　　　 　　        　　　　　ト 9-202
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
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

[尺八]
佐藤 　祈采 〒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
長瀬 　貴蘭 〒182-0023 調布市染地 2-8-219-311 042(426)9383
𣘺本 　竹咏 〒183-0045 府中市美好町 2-39-7 042(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

- 8 -



（お問い合わせ先）

調布三曲協会事務局

Email: chofu.sankyoku@gmail.com

Tel: 042 (488) 0750 

美蔦 洋⼦

調布市⽂化会館たづくり 案内図

調布駅（中央⼝・広場⼝）より徒歩3分

調布三曲協会ブログ

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

邦楽演奏

グループ

 

☆ 学校邦楽体験授業

☆ 各種イベント

☆ 老人ホーム

など

 箏

 三味線

 尺八

創立50周年記念演奏会

調布三曲協会会員有志

かのん

　邦楽の楽しさを

生演奏でお届けします!

歌⾳

お願い：ご家庭にお使いにならない箏や尺⼋がございましたら、

当協会へご提供下さい。




