
6. コーラス（ウインドフラワーズ）
◇ 富山に伝わる 指揮　多賀 　庸子

二つの民謡から ピアノ伴奏　西原　深雪

　　開会挨拶 福岡町芸術文化協会会長　小山　   豊 「こきりこ」 尾崎 　依子 片原 　輝子 木村 　典子

10:00 開会挨拶 福岡町芸術文化協会長 ◇ 時の旅人 銀沢　 初子 小林　 敦子 作田　 一枝

祝辞 ご来賓 　　祝　　辞 ご来賓 沢田みや子 島倉 　英彦 杉森　 弘子

キーボード 葉月 砂原 　慶子 高田英美子 高田　 昌子

能楽 福岡宝生会・能know会 藤川　 律子 明道　 静子 村　  　由美

10:30 日舞 辰己流千の会 1.キーボード（葉月） 屋木　 通子 山岸　 俊清 山崎 　恭子

洋舞 可西舞踊研究所 ◇ アンチェインドメロディ－ 田上 　俊子 二塚 　時男 島村　 幸子 吉田　  　孝 吉田千鶴子 鷲北　 俊昌

コーラス ラ・コメート ◇ 世界に一つだけの花 小林　 淳子 中村　 範子 山田　 昌子

11:00 コーラス ウインドフラワーズ 岩滝　 淳子 石田富美枝 問谷　 栄子 7. 詩吟（弥生吟詠会）
詩吟 弥生吟詠会 ◇ 本能寺 中川　 清孝 高田　 浄治 松代　 美則

11:30 詩吟・詩舞 福岡輝風会・剣楓会 2.能楽（福岡宝生会・能ｋｎｏｗ会） 吉田外茂治 木南　 春夫

筝曲 なごみの会 ◇ 仕舞 （シテ） 宮　　  裕子 ◇ 友人を送る 木南　 照子 米澤久仁子 米澤　 良子

「猩々」 （地謡） 蓑　　　厚行 平野　 榮一 宮　　  英作 吉田 まさえ

◇ 仕舞 （シテ） 河原　 裕子

12:00～13:00　　　　（昼食休憩） 「西王母」 （地謡） 寺田　  　茂 下保　 豊秋 司辻　 正幸 8.詩吟・詩舞（福岡輝風会・剣楓会）
◇ 連調 （太鼓） 平野　 榮一 橋本　 恭一 ◇ 峨眉山月の歌 （吟） 東爪　 秀子

「船弁慶」 （笛） 松岡　 正樹 木村智恵子 　　 （詩舞） 米沢　 幸子　石浦　 好子　

（地謡） 寺田　  　茂 浅谷　 之信 才木　 市郎 ◇ 越中万葉秀歌より

竹下　 重次 「二上山」　 （吟） 浅野　 照美 　

13:00 大正琴 やまぼうし会 「堅香子の花」 （吟） 島倉　 朝子 　

午前の部

░プ ロ グ ラ ム

午前の部

午後の部

13:00 大正琴 やまぼうし会 堅香子の花」 （吟） 島倉　 朝子 　

日舞 豊紫扇会（１曲目） 3.日舞（辰巳流千の会） ◇ 青葉の笛 （吟） 木村   武義

日舞 藤舞会 ◇ 越中恋歌 尾崎　 敦子 （詩舞） 伊藤　 勝美

13:30 筝曲 星の会 ◇ 母賛歌 柴田 もも子

民踊 福岡豊笑会 9. 筝曲（なごみの会）
民踊 いずみの会 ◇ 二つの三絃の為の 前田　 雅韻 石畑　 雅芳 島　 雅楽倫

民踊 こぶしの会 4.洋舞（可西舞踊研究所） 八章《群》 中山雅楽博 田村雅楽和 田中雅楽美

14:00 民謡 幸謡会 ◇ マル・マル・モリ・モリ 島 　 　彩乃 田中 　優花 山崎 　凛子

日舞 豊紫扇会（２曲目） 　　 大木 　郁乃 庭植  まりあ 柳澤 　遥奈

14:30 吹奏楽 福岡中学校吹奏楽部 水野 　紗希 山田 　莉子 島　 　 涼葉

15:00 吹奏楽 福岡高校吹奏楽部 大野　 日和 居島　 裕依 中川  さくら

閉会挨拶 福岡町芸術文化協会副会長
全員合唱　 5.コーラス （ラ・コメート） 10. 大正琴（やまぼうし会）

◇ 葉っぱのフレディ 指揮　網谷ヒデ子　　 ◇ さくら変奏曲 指導　玄幡　睦子

司会 ～いのちの旅～ ピアノ伴奏　広沢多紀子　　 ◇ 見上げてごらん 出村　 雪子 堂田真喜子 高嶋恵美子

池田由美子 奥原美和子 斎藤喜久子 　夜の星を 荒野　 正子 石黒　 悦子 村上久美子

高嶋 　敏美 谷口 　貞子 谷口　 輝子 堂田多恵子 村上 　巴美 杉野 さち子

寺林　 信子 畠山 　洋子 浜野 しのぶ

藤岡富士子 堀　　まり子 松谷恵津子 11.日舞（豊紫扇会）　（１曲目）
       注) 三脚を使用しての撮影は、ご遠慮ください。 矢竹　 正美 山岸　 紀子 山口智佳子 ◇ 荒城の月 林　 　くるみ 上野　 優心 出村　 七望

山田　 京子 吉國　 姃子 　

午後の部

・・・・・・・・・・・・ 昼 食 休 憩 ・・・・・・・・・・・・



12.日舞（藤舞会） 19.吹奏楽（福岡中学校吹奏楽部）　　
◇ 長唄舞踊新曲 西嶋 かな子 ◇ 立派な青年 指揮　池田　 宗介

もみじ橋 ◇ 愛をこめて花束を 伊東　 加奈 上田 　百華 遠藤 　萌花

◇ 清元　藤 藤間　 舞翁 ◇ 福岡つくりもん囃子 小川 　朋香 尾畑 　嘉織 北岡　 里奈

光塚詩織里 小林　 真依 大門 　由実

13.筝曲（星の会） 田畑　 瑠菜 寺嶋　 梨瑠 中川　 友里

◇ 六段の調 谷口 　祐子 山本 　恵子 蒲田　 芳子 中村有紀子 中山修一郎 成田　 吾子

高木久美子 前田　 彩花 松浦　 綾香 松田　 怜奈

宮西　 夏実 山下　 美聡 青木 　侑奈

大島　  　唯 梶澤　 愛華 柴田 　早紀

14.民踊 （福岡豊笑会） 社内 　楓花 竹田 　紗香 地崎　 葉月

◇ 風になる 上見 　栄子 室谷喜枝子 松山　 輝子 中川　 結月 坂東　 沙耶 本郷 　美里

江尻　 利子 浜野 　昌子 高木恵美子 皆月　 優良 蓑　  　花織 矢後穂乃佳

長尾 　貴子 篠原　 啓子 山崎　 真優

15.民踊 （いずみの会） 20.吹奏楽（福岡高等学校吹奏楽部）　　
◇ 関の五本松 川原 チイ子 谷口　 邦子 田畑　 景子 ◇ 指揮　若林　久雄 ░ と き 平成23年11月3日（文化の日）

岡田由美子 田中小百合 川原 　碧依 大山香菜子 AM 9:30 開　場

松木　　 瑛 坂田　 汐里 足立　 夏希 AM10:00 開　演

原　 　 瑞希 余川　 絢音 井村茉里子

16.民踊（こぶしの会） 開發　 優衣 楢原 　万葵 片岡　 美波

◇ お江戸日本橋 稲垣　 邦子 窪田美和子 中川　 俊子 杉本 　紗彩 前田百合香 宇波　 真美 ░ と こ ろ 高岡市ふくおか総合文化センター

二塚 恵 二塚恵美子 水上 好美 稲葉美寿々 舘 櫻子 宮浦 薫 （Uホール）

第42回ふくおか文化祭

芸 能 祭

第44回ふくおか文化祭

芸 能 祭

二塚　 　恵 二塚恵美子 水上　 好美 稲葉美寿々 舘　  　櫻子 宮浦　  　薫 （Uホ ル）

山田 　雅子 上田 　実加 表 　   菜緒 広地　 佳穂

千葉　　　優 能町奈都代

17.民謡（幸謡会）
◇ 北海鱈つり唄　 （唄） 山田　 孝子

（三味線） 井淵　幸雄　　荒山　 　武 /　閉会挨拶 福岡町芸術文化協会副会長　　蓑　　厚行

（太鼓） 野村 　和康

（尺八） 上口　 寅吉

（囃子） 佐伯恵美子 旭　 　 紀子 ♬..全員合唱　「ふるさと」　　
◇ 音戸の船唄 （唄） 荒山　 　武

（尺八） 上口　寅吉 うさぎ追いし　かの山　　こぶな釣りし　かの川
（囃子） 井淵　幸雄　　 夢は今も　めぐりて　　　忘れがたき　ふるさと

主催　/ 福岡町芸術文化協会

18.日舞（豊紫扇会）　（２曲目） いかにいます　父母　　 つつがなしや　友がき
◇ 八尾おわら節 畑　    恵美 林　 　くるみ 上野　 優心 雨に風に　つけても　　　思い出ずる　ふるさと 後援　/ 高岡市教育委員会

出村　 七望 宮崎 ひろ子

こころざしを　果たして   いつの日にか　帰らん 後援　/ （財）高岡市民文化振興事業団

山はあおき　ふるさと　　水は清き　ふるさと


	うらA4 (23)
	おもてA4 (23)

