
 

 

祝 65周年記念　調布市民文化祭

三 曲 演 奏 会

箏・三絃・尺八による

日　時   2020年11月8日（日） 

                   （12時30分開場、13時開演）

会　場　 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　  65周年記念調布市民文化祭実行委員会

           調布三曲協会

本演奏会は、コロナ感染対策のため、関係者のみの開催とさせて頂きます。

誠に申し訳ございませんが、一般のお客様はご入場できませんのでご注意く

ださい。



♪ プログラム ♪

（13:00 開演） 1. 祭花 糸遊一番〜 〜　        (ミライ伝統教室 和の響き 箏)

2. かごめかごめ・彩 (原田眞樹子)

3. 五段砧 (岩崎瑶子)

4. 茶音頭 (橋本洋)

5. うぐいす (佐藤祈采)

（14:20 頃） 6. 彩花物語 (中西賀代子)

7. 豊年太鼓 (香樹会)

8. 秩父路 (田代せつ子)

9. 故山の月 (田村博寿)

10. 千鳥曲 (美蔦洋子)

（15:30 頃） 11. 今小町 (仲林光子)

12. 鹿之遠音 (長瀬貴蘭)

13. いつかどこかで (佐藤義久)

14. スカボロフェア (佐藤美穂)

15. 北海民謡調 (細山伶観・松田孝子)

（16:30 頃終演）

司会 奥田利江子

舞台進行 宮城野楽器
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♪ 演奏曲目 ♪

吉崎克彦 作曲

1. 祭花　 糸遊一番〜 〜
(ちょうふ市民カレッジ ミライ伝統教室　和の響き  箏)

箏Ⅰ 浅原 雪乃 荒井 梨世 石橋 恵

井上 亜都桜 欧陽 イブン 太田 結実

沖田 日和 香川 慶人 川名 隼生

木下 成美 小島 斡太 後藤 玲茉

佐藤 杏月 祐野 菜月 仲西 都

藤田 ヒカリ 松田 妙音 吉田 彩乃

渡部 歌澄 渡邉 琴葉

箏Ⅱ （調布三曲協会会員）

十七絃 （同）

作者不詳

2. かごめかごめ
唄と箏 柳原 桜彩 原田 眞樹子

吉崎克彦 作曲

彩（いろどり）
第一箏 原田 万里菜

第二箏 原田 眞樹子

光崎検校 作曲

3. 五段砧
箏本手 美蔦 洋子

箏替手 岩崎 瑶子

菊岡検校 作曲 ・ 八重崎検校 箏手付

4. 茶音頭
尺八 小林 榮一 山本 麦玲 橋本 洋

箏 田代 せつ子 飛鳥 千鶴子

三絃 上口 房子
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山川直春 作曲

5. うぐいす
尺八 佐藤 祈采

箏 仲林 光子

菊重精峰 作曲

6. 彩花物語
第一箏 中島 久美子 鈴木 厚子 中西 賀代子

第二箏 浅井 恵子 金子 妙子 中西 さくら

十七絃 中島 知子

三絃 松井 妙子 田中 曙生 小山 栞

奥村 真澄

尺八 風間 禅寿

宮田耕八朗 作曲

7. 豊年太鼓
箏 井戸 勝代 森山 知子 原口 恵美子

三絃 牧内 敬子 小西 寿子

十七絃 岡村 久美

尺八 佐藤 祈采

太鼓 鈴木 勝雄

宮田耕八朗 作曲

8. 秩父路
第一箏 上口 房子

第二箏 飛鳥 千鶴子

十七絃 田代 せつ子

尺八 橋本 洋

- 3 -



中田博之 作曲

9. 故山の月
箏 石川 博佳英 平井 博千寿

三絃 田村 博寿 山田 博佳寿

尺八 佐藤 祈采

吉沢検校 作曲

10. 千鳥曲
箏本手 岩崎 瑶子 島田 ふみ子 角田 幸恵

箏替手 美蔦 洋子 高橋 七海 中村 めぐみ

菊岡検校 作曲 ・ 八重崎検校 箏手付

11. 今小町
三絃 仲林 光子

箏 恩田 順子

尺八 佐藤 祈采

琴古流本曲

12. 鹿之遠音
尺八 長瀬 貴蘭 橋本 洋

佐藤義久 作曲

13. いつかどこかで
第一箏 佐藤 義久 吉弘 利恵 坂間 祐子

第二箏 高橋 智 松村 千晶 山本 百合子

十七絃 沼田 智恵
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ｻｲﾓﾝ＆ｶﾞｰﾌｧﾝｸﾙ 作曲

14. スカボロフェア
大胡弓 中川 一恵 佐藤 美穂

和胡弓 伊藤 幾久子 高坂 光子 関　 信子

平    貴子 田代 英子 柳澤 真理子

山平 洋子

宮城道雄 作曲

15. 北海民謡調
第一箏 松田 孝子 中西 賀代子

第二箏 上口 房子

十七絃 田代 せつ子

尺八 細山 伶観

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜
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（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

調布三曲協会ブログ

https://chofusankyoku.com/

✩自宅で検温を実施し、発熱や呼吸困難、全⾝倦怠感、軽度であっ

ても咳・咽頭痛、味覚障害・嗅覚障害などの症状⽉有る⽅は、参加

をおやめください。  

 

✩2週間以内に、新型コロナウイルス感染症の陽性と判明した者との

濃厚接触がある⽅は参加をおやめください。  

 

✩2週間以内に、⼊国制限・⼊国後の観察期間を必要とする国・地域

へのを渡航、またはを当該在住者との濃厚接触がある⽅は、参加を

おやめください。 

 

✩今後の感染拡大状況等により、さらなる縮⼩、中⽌する場合もあ

りますので、直近の状況を調布三曲協会ブログ等でご確認頂くよう

お願いいたします。

コロナ感染対策へのご協⼒をお願いいたします。




