
ＮＯ 演 目 出 演 者 サ ー ク ル

※ 挨拶 名川支部長 出町 勝 南部町文化協会

１ 朗読 てる 冬山 純 佐々木 祝子 名川ブックトーク

２ 朗読 ガマズミ･朝の顔 太田 政樹 佐々木 祝子 名川ブックトーク

３ 朗読 もしあなたが秋に来て下さるなら ｴﾐﾘｰ･ﾃﾞｨｷﾝｿﾝ 佐々木 祝子 名川ブックトーク

４ 男の夜明け 柳町 利美 ひだまりサークル

５ 金州城下の作 楠本 明山 みちのく吟詠会剣吉教場

６ 南部牛追い唄 工藤 順山 みちのく吟詠会剣吉教場

７ 関山月 山田 桑風 みちのく吟詠会剣吉教場

８ 峨眉山月の歌 石塚 浩風 みちのく吟詠会剣吉教場

９ 山中の月 日渡 雄岳 みちのく吟詠会剣吉教場

１０「奥の細道｣より｢最上川」 高橋 岳粋 みちのく吟詠会剣吉教場

１１ 青い森のメッセージ 会員有志、友情出演者 名川カラオケ研究会

１２ ふるさと 会員有志、友情出演者 名川カラオケ研究会

１３ ギター 愛のロマンス 夏堀 和宏 名川カラオケ研究会

１４ 菜の花 沢口 功次 名川カラオケ研究会

１５ お岩木山 中村 一雄 名川カラオケ研究会

１６ 津軽慕情 中村 一雄 名川カラオケ研究会

１７ 花笠音頭 出町 かれん 他５名 小柴流七恵会

１８ 南部馬方三下がり 川守田 すずな 他３名 小柴流七恵会

１９ 南部荷方節 川守田 あつき 小柴流七恵会

２０ 南部甚句 中村 美和 小柴流七恵会

２１ 長唄 梅の寿 古舘 妙恵子 若柳流千景会

２２ 大和楽 あやめ 若柳 千笙 若柳流千景会

２３ カラオケ 橋 田村岩男 福地歌謡愛好会

２４ カラオケ 峠 田村岩男 福地歌謡愛好会

２５ 唄 平成ドドンパ娘 四戸悠生奈 菊新流圭扇会

２６ 唄 さんさ里唄 四戸悠生奈 菊新流圭扇会

２７ 青い目の人形 田中京子.二羽京子 大正琴 みちのく会

２８ 星影のワルツ 新田トミ 他７名 大正琴 みちのく会

２９ 影を慕いて 大正琴 みちのく会

３０ 藤の花 飯塚 しおり 日舞愛好会

３１ 鶴の舞橋 藤間 桂成 藤間 桂葉 日舞愛好会

３２ 南部のふるさと 藤間 桂伊輔 日舞愛好会
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３３ 人 道 宮木 正彦 南部カラオケ愛好会

３４ お岩木山 石橋 宇三郎 南部カラオケ愛好会

３５ 鶯 佐々木 かず子 南部カラオケ愛好会

３６ 風やまず 長根 勉 南部カラオケ愛好会

３７ 十和田湖 夏坂 孝秀 ． 南部カラオケ愛好会

３８ 南部荷方節 西村 あや子 福地芸能保存会

３９ 松づくし 佐々木由美子､月舘ミホ､月舘由香里 木村手踊り愛好会

３０ 南部あいや節 栗山 恵利子 木村手踊り愛好会

４１ 南部荷方節 奥瀬 亜依 佐々木 瞳 木村手踊り愛好会

４２ 南部追分 奥瀬 由依 木村手踊り愛好会

４３ 壁ぬり甚句 高村 志津子 外３名 福地芸能保存会

４４ 新舞踊 出世前 西塚ふみ 西塚品子 西塚京子 輪島フミ 西塚けい子 南部手踊り国際交流会

４５ 民舞踊 南部追分 松本 信子 三浦 雅子 南部手踊り国際交流会

４６ 民舞踊 信太郎二本傘 西塚 信菊 南部手踊り国際交流会

４７ 三味線曲弾 佐々木 伸 石川 豊 高山 秀悦 南部手踊り国際交流会

４８ さくらんぼ音頭 久保 ふみ 外３名 福地芸能保存会

４９ 芸者ワルツ 亀田 邦子 さくら新舞会

５０ 忠治侠客旅 亀田 まさ子 さくら新舞会

５１ 上州しぐれ 大向 雪蔵 さくら新舞会

５２ あじさい橋 佐藤 信子 さくら新舞会

５３ 天城越え 大向 利子 舞踊ぼたんの花

５４ 夕鶴の舞 亀田 邦子 舞踊ぼたんの花

５５ 赤い椿と三度笠 亀田 まさ子 舞踊ぼたんの花

５６ 雪の渡り鳥 大向 雪蔵 舞踊ぼたんの花

＊ 予定プログラムにつき当日変更になる場合があります

大正琴みちのく会・若柳流千景会・舞踊ぼたんの花は南部支部から
福地芸能愛好会・福地歌謡愛好会は福地支部から
ひだまりサークルはボランテァセンターからの参加協力です

時間になりましたらプログラムの途中で昼食の時間をとります

主 管：南部町文化協会・名川支部 2015.10. 4 開催


