
 

 

第６７回調布市民文化祭

三 曲 演 奏 会

箏・三絃・尺八による

と  き/  2022年11月13日（日） 

               （午前11時30分開場、12時開演）

ところ/  調布市グリーンホール  大ホール

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67回調布市民文化祭実行委員会

           調布三曲協会
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　本日は、調布三曲協会演奏会にご来場

頂きまして、誠に有難うございます。

　今年、調布三曲協会は創立60周年を迎

え、4月3日に調布市グリーンホール　大

ホールにて記念演奏会を開催しました。

あいにくの雨模様でしたが、会員一同心

をこめて演奏致しました。

　また、公益財団法人調布市文化・コミュニテイ振興財団から

ご支援を頂き、今年5回目となる「ちょうふ市民カレッジ ミラ

イ伝統教室 和の響き 箏」を開催する事ができました。小学3年

生から6年生24名の子供達が、7月から11月まで10回のお稽古

をして、晴れて本日皆様に披露いたします。どうぞ暖かく見

守ってください。

　調布三曲協会は日本文化・日本音楽の体験を通して、継承し

てくれる子供達が増えることを願い、小学校等に訪問し演奏や

楽器体験を行っています。

　連日の猛暑と新型コロナウイルス感染症の収束も見えない

中、三曲会員は日々練習を重ねて参りました。どうぞ最後まで

お楽しみ頂けますよう宜しくお願い申し上げます。

　そして、今後ともより一層のご支援、ご鞭撻を賜りますよう

心よりお願い申し上げます。

ご挨拶

調布三曲協会会長

美蔦洋子
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♪ プログラム ♪ 
 

（12:00開演） 

 1. 四季の日々より 秋の日  (ミライ伝統教室 和の響き 箏) 

 2. さらし風手事   (阿部カヨ子) 

 3. 春景八章    (佐藤祈采) 

 4. 六段の調    (松田孝子) 

 5. 都踊     (中西賀代子) 

 6. 若みどり    (佐藤義久) 

 7. 鈴虫     (長瀬貴蘭) 

（13:45頃）  

 8. ワンワンニャオニャオ・荒城の月(村岡ふみ) 

 9. 風の歌（一般公募曲）  (中村さと子) 

 10. 都踊     (田代せつ子・上口房子) 

 11. 雪ものがたり   (中西賀代子) 

 12. 乱輪舌    (村岡ふみ) 

（14:55頃）  

 13. ままの川    (橋本 洋) 

 14. 二種の三絃のためのソナタ (土橋由美) 

 15. 乱輪舌    (三輪輝夫) 

 16. 隅田の流れ    (美蔦洋子) 

 17. 編曲西行桜    (仲林光子) 

 18. 数え唄変奏曲   (佐藤吉和) 

（16:20頃）  

 19. 四季の調    (花結びの会) 

 20. いつも何度でも・もののけ姫 (原田眞樹子) 

 21. 新潮     (泉乃会) 

 22. シルクロード   (佐藤美穂) 

 23. メモリー（童）   (香樹会) 

（17:15頃終演） 

 

    司会  井沢英子 

    舞台進行 田中楽器 

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 ♪ 
 
  沢井忠夫 作曲 

1.  四季の日々より 秋の日 

         (ちょうふ市民カレッジ ミライ伝統教室 和の響き 箏) 

        箏Ⅰ   石川 修大   岩本 絢加   碓井 優奈 

            碓井 優里   小野寺 琴音  金子 茉里咲

            河出 舞佳   菊地 理香   久保田 優美 

            白井 里奈   姜  知行   髙木 沙予 

            中村 ゆい   西頼  柊   藤田 優那 

            松尾 果歩    

            （調布三曲協会会員） 

        箏Ⅱ   飯倉 唯月   石田 真衣亜  板垣 琴音 

            河合 美香   藤田 優花   船木 あまね 

            山下 真優   吉川 紗綾 

            （調布三曲協会会員） 

 

 

  宮城道雄 作曲  

2.  さらし風手事 

        箏高音  本橋 栞菜   寺内 琴音 

        箏低音  阿部 カヨ子     

 

 

  野村正峰 作曲 

3.  春景八章 

        尺八   佐藤 祈采 

        三絃 I  佐藤 眞理子 

        三絃 II  仲林 光子 

 

 

  八橋検校 作曲 

4.  六段の調 

        箏    松田 孝子 

        胡弓   佐藤 美穂 
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  宮城道雄 作曲・大和田建樹 作歌  

5.  都踊 

        箏高音  阿部 カヨ子   本橋 栞菜   中島 知子 

            鈴木 厚子   

        箏低音  中西 賀代子  中島 久美子  宮本 美智子 

            元芳 通子   高梨 通代 

        三絃   松井 妙子   小山  栞   奥村 真澄 

        尺八   風間 禅寿 

 

 

  佐藤義久 作曲  

6.  若みどり  

        箏    佐藤 義久   松村 千晶   吉弘 利恵 

            坂間 祐子 遠藤 摩耶 

        十七絃  高橋  智 

 

 

  宮城道雄 作曲 

7.  鈴虫 

        尺八   長瀬 貴蘭 

        箏    田代 せつ子 

 

 

  宮城道雄 作曲・葛原しげる 作詞 

8.  ワンワンニャオニャオ  

        歌    山岸 直希 

        箏    岩舘 麻理 

        胡弓   村岡 ふみ   平出 良太 

 

  滝廉太郎 作曲・宮城道雄 編曲 

  荒城の月 

        箏    岩舘 麻理   牛山 泰子 

        胡弓    村岡 ふみ   平出 良太   山岸 直希 
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  沢井忠夫 作曲    

9.  風の歌 （一般公募曲） 

        箏    中村 さと子 

        尺八   青木  薫 

 

 

  宮城道雄 作曲・大和田建樹 作歌  

10. 都踊 

        箏高音  土橋 由美    

        箏低音  田代 せつ子  二井内 雅子 

        三絃   上口 房子 

        尺八   橋本  洋   長瀬 貴蘭 

 

 

  沢井忠夫 作曲 

11. 雪ものがたり 

        箏    中島 知子   

        十七絃  小山  栞 

        尺八   風間 禅寿 

 

 

  八橋検校 作曲 

12. 乱輪舌 

        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   中込 棋山 

 

 

  菊岡検校 作曲 

13. ままの川  

        尺八   中込 棋山  山本 麦玲  橋本  洋 

        箏    田代 せつ子 

        三絃   上口 房子 
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  藤井凡大 作曲 

14. 二種の三絃のためのソナタ 

        三絃Ⅰ  美蔦 洋子 

        三絃Ⅱ  土橋 由美 

 

 

 

  八橋検校 作曲 

15.  乱輪舌 

        箏本手  丸山 幸子   山中 優子   清水 正子 

            朝比奈 章恵  峯岸 利津子 

        箏替手  栗生沢 美恵子 宮武 なほ子 

        尺八   三輪 輝夫   本多 秀行 

 

 

 

  中能島欣一 作曲・大野恵造作詞 

16.  隅田の流れ 

        第一箏  高橋 七海   島田 ふみ子  角田 幸恵 

        第二箏  美蔦 洋子   石原 八千代 

        三絃   有田 怜香 

 

 

 

  菊崎検校 作曲・仲林光子 十七絃手付  

17.  編曲西行桜  

        三絃   澤村 祐司   仲林 光子   根岸 小夜里 

            佐藤 眞理子  西山 和代  

        箏    恩田 順子   大田 由美子 

        十七絃  仲林 利恵 

        尺八   佐藤 祈采   橋本  洋 
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  宮城道雄 作曲 

18. 数え唄変奏曲 

        箏    佐藤 吉和 

 

 

  今井慶松 作曲 

19. 四季の調 

        箏高音  丸山 幸子    山中 優子   清水 正子 

            朝比奈 章恵   峯岸 律子 

        箏低音  栗生沢 美恵子 宮武 なほ子  

        尺八   三輪 輝夫   本田 秀行 

 

 

  木村弓・久石譲 作曲・渡辺泰子・沖政一志 編曲 

20. いつも何度でも・もののけ姫 

        一箏   原田 万里菜 

        二箏   原田 眞樹子  

        十七絃  寺内 琴音 

 

 

  中能島欣一 作曲・島崎藤村 作詩 

21. 新潮 

        第一箏  金子 将子    本田  愛 

        第二箏  小沼  薫  

 

 

  喜多郎 作曲 

22. シルクロード 

        箏    松田 孝子 

        和胡弓  猪郷 恵子   伊藤 幾久子  関  信子 

            平  貴子   田代 英子   髙坂 光子 

            柳澤 真理子  山平 洋子   佐藤 美穂 
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  吉崎克彦 作曲 

23. メモリー（童） 

        箏Ⅰ   岡村 久美    井戸 勝代   小西 寿子 

        箏Ⅱ   牧内 敬子   原口 恵美子 

        十七絃  森山 知子 

        尺八   佐藤 祈采  

 

〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 
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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
岩崎  瑶⼦ 〒182-0025 調布市多摩川 6-11-4
⼩沼  薫 〒182-0026 調布市⼩島町 1-12-16    
上⼝  房⼦ 〒182-0005 調布市東つつじヶ丘 3-11-37    
駒井  孝⼦ 〒182-0011 調布市深⼤寺北町 1-2-2
佐藤  美穂 〒182-0022 調布市国領町             
佐藤  吉和 〒157-0062 世⽥⾕区南烏⼭ 5-12-11 
                                             宮本ビル2D
佐藤  義久 〒182-0024 調布市布⽥ 2-17-1 (⼤⻄楽器）
                      （⾃宅）       
柴⽥  裕⼦  〒182-0014 調布市柴崎 2-4-1-911         
⽥代 せつ⼦ 〒182-0002 調布市仙川町 2-21-2           
⽥村  博寿 〒183-0015 府中市清⽔が丘 1-4-48     
                                  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  
                                             ト9-202

中⻄ 賀代⼦ 〒182-0024 調布市布⽥ 4-3-5-701
仲林  光⼦ 〒359-1106 所沢市東狭⼭ケ丘 2-2901-27
原⽥ 眞樹⼦ 〒182-0021 調布市調布ヶ丘 3-48-4-506
牧内  敬⼦ 〒182-0021 調布市調布ヶ丘 3-29-3
松⽥  孝⼦ 〒182-0026 調布市⼩島町 3-51-2-5-104 
松本  愛⼦ 〒197-0022 福⽣市本町 36 フェリース福⽣ 201
丸⼭  幸⼦ 〒182-0034 調布市下⽯原 1-56-5
美蔦  洋⼦  〒182-0024 調布市布⽥ 5-21-35
村岡  ふみ 〒182-0024 調布市布⽥ 2-7-4調布ハイツ201

[尺⼋]
佐藤  祈采 〒215-0023 川崎市⿇⽣区⽚平 4-24-8
⻑瀬  貴蘭 〒182-0023  調布市染地
𣘺本  ⽵咏 〒183-0045 府中市美好町2-39-7
橋本     洋 〒206-0023 多摩市⾺引沢 2-7-3-B105 
三輪  輝夫 〒182-0034 調布市下⽯原 3-36-4

042(485)2883
042(485)7859
042(484)2053
03(3305)5477
042(482)8313
080(7730)7883
03(3308)8105
  
042(483)3333
090(7412)0408
042(486)6345
03(3300)5773
042(201)4239

042(485)6432

042(482)0900
04(2921)2687
042(444)3899
042(482)8565
042(483)2379
042(551)3896
042(498)1336
042(488)0750
042(482)1241

044(989)0758
090(1455)7303
042(363)6627
090(5514)7735
042(488)3331



お問い合わせ
 調布三曲協会事務局
 TEL:�042(485)�6432
 土橋由美

調布市グリーンホール 案内図

調布三曲協会ブログ

 (https://chofusankyoku.com/)

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。

 

京王線調布駅中央口・広場口より徒歩２分

 

 

邦楽演奏グループ花⾳（かのん）

- 10 -




