
し
も
つ
け
市
民
芸
術
文
化
祭

本日は、しもつけ市民芸術文化祭2022 芸能の祭典Ⅰにお越し下さい
まして誠にありがとうございます。
日頃の練習の成果として、活気溢れる舞台発表をぜひご覧ください。

2022(令和4年)

11/19㊏

10:30開演
2022

栃木県下野市小金井1127
電話 0285-40-5563国分寺公民館

❖会場❖―――――――――――



≪式典≫ ：午前１０時から　〔９：３０開場〕
〇　開式のことば
〇　主催者あいさつ
〇　来賓紹介
〇　来賓祝辞
〇　閉式のことば

日時 ： 令和４年１１月１９日（土）　午前１０時３０分開演　〔９：３０開場〕
場所 ： 国分寺公民館　大ホール

開始
時間 № 種目 演　　題 出 演 者 団 体 名

10:30

１．鉄火の裁判 黒須智子
２．帰って来た仏像 長澤俊幸
３．吉田ヶ池 永井哲男
４．頭の大きな男の話 木村諦四
５．孝謙天皇神社 関矢奈保美
６．牛に生まれたお坊さん 増山桂子
７．蓮華寺伝説 関口博之
８．歳 馬場悦子

11:30 2 民謡 湯西川小唄 全員 直恵会

3 民謡 磯節 永井茂 下野民謡研究会

4 民謡 刈干切唄 小川昌利 直恵会

5 民謡 十勝馬唄 阿部容子 下野民謡研究会

6 民謡 南部牛追唄 山崎勝道 芳謡会

7 民謡 足利節 荒川珠未 芳謡会

12:00 8 舞踊 きさらぎの川 井上悦子 凰 世津光会

9 舞踊 珍島物語 小池美枝子 凰 世津光会

10 舞踊 花も嵐も 野沢みさエ 凰 世津光会

11 民謡 秋の山唄 岩渕末治 下野民謡研究会

12 民謡 米節 長山栄子 下野民謡研究会

13 民謡 生保内節 川中子君子 直恵会

14 民謡 道南ナット節 海老原悦子 直恵会

12:30 15 民謡 湯西川音頭 川瀬幸雄 芳謡会

「芸能の祭典Ⅰ」プログラム

　芸能の祭典Ⅰ開会　はじめのことば（部会長）

しもつけ市民芸術文化祭2022「開会式」次第

10:30

1 民話語り
民話語り部の会ゆう

がお



開始
時間 № 種目 演　　題 出 演 者 団 体 名

16 民謡 日光山唄 大嶋秀雄 芳謡会

17 舞踊 男の劇場 凰世真行 凰 世津光会

18 舞踊 雪の十日町 山越勝栄 峰扇会

19 舞踊 長良川艶歌 海老原三江子 峰扇会

20 民謡 野州糸取り唄 永盛幸子 下野民謡研究会

21 民謡 足尾石刀節 田部井武 下野民謡研究会

13:00 22 民謡 籾摺唄 望月仁 下野民謡研究会

23 民謡 磯原節 仁平栄 芳謡会

24 民謡 稲上げ唄 北浦常雄 芳謡会

25 民謡 磯原節 福田敏子 芳謡会

26 民謡 吉野筏流し唄 中野良子 下野民謡研究会

27 民謡 姉こもさ 目黒カツ子 芳謡会

28 舞踊 母紅梅 大橋フミ 絵理華会

13:30 29 舞踊 稲村の火 生井宗男 絵理華会

30 舞踊 魅せられて 凰世真行他２名 凰 世津光会

31 民謡 南部牛追唄 大槻晃一 直恵会

32 民謡 佐渡おけさ 高久イエ子 直恵会

33 民謡 道南口説 三森富雄 下野民謡研究会

14:00 34 民謡 湯西川音頭 星野民子 下野民謡研究会

35 民謡 稗搗節 五月女照雄 芳謡会

36 舞踊 序の舞恋歌 山越勝栄 峰扇会

37 舞踊 お梅 海老原三江子 峰扇会

38 舞踊 風雪ながれ旅 岡田和美 絵理華会

39 舞踊 北の宿から 河藤絵理華 絵理華会

14:30 40 民謡 那須松坂 後藤昌平 直恵会

41 民謡 足尾石刀節 中川義人 直恵会

42 民謡 筑波山唄 山田四郎 下野民謡研究会

14:50 　芸能の祭典Ⅰ閉会　おわりのことば（副部会長）



 

 

 


