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みなさんも知っている通り、世界中が新しいウイルスで今まで当たり前にできたことができなくなってしまいました。
そんな中、5か月間のおけいこ、よくがんばりましたね。みなさんがおけいこした「能」は650年以上前から今まで伝えられてきています。
みなさんが舞

ぶ た い

台で謡ったり、舞ったりすることで、まるでタイムマシンに乗ったように650年以上前の人とつながることができるのです。
みなさんがおけいこや本番の舞台で感じたことをおうちの人にお話ししてみてください。
みなさんが大人になったら、みなさんの子供にもお話ししてみてください。そうやって伝えていくことが「伝統」なのです。（講師一同）
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辻井	八郎	（つじい・はちろう）

能楽師・シテ方金春流。重要無形文化
財保持者(総合認定)。1966年、東京
都出身。1974年、能｢国栖｣にて初舞台。
仙田理芳の次男。79世宗家金春信高、
及び80世宗家金春安明に師事。能楽
協会理事、金春円満井会常務理事。

村岡	聖美	（むらおか・きよみ）

能楽師・シテ方金春流。1983年、群馬
県出身。2002年、仕舞｢熊野 クセ｣に
て初舞台。80世宗家金春安明、及び
山井綱雄に師事。

中村	昌弘	（なかむら・まさひろ）

能楽師・シテ方金春流。1978年、東京
都出身。1985年、能｢桜川｣にて初舞台。
79世宗家金春信高、高橋万紗、及び
髙橋忍に師事。金春円満井会理事。

柏崎	真由子	（かしわざき・まゆこ）

能楽師・シテ方金春流。1980年、北海
道出身。2012年、能｢羽衣｣にて初舞台。
80世宗家金春安明、及び高橋万紗に
師事。

林	美佐	（はやし・みさ）

能楽師・シテ方金春流。1983年、東京
都出身。1993年、能｢生田｣にて初舞台。
80世宗家金春安明、仙田理芳、及び
辻井八郎に師事。

世界中がコロナウイルスで翻
ほんろう

弄される中、いかにして開
かいさい

催出来るか試
し こ う さ く ご

行錯誤されての今回のキッズ伝統芸能体験。
予定より少し遅れての稽古開始となりましたが、少人数で密

みつ

にならないように、感
かんせんよぼうたいさく

染予防対策をしっかり守っての稽古が行われ、
無事に発表会までたどり着けた事を本当にうれしく思います。本番は元気よく、舞

ぶ た い

台を楽しんでください。（講師一同）

深田	博治	（ふかた・ひろはる）

能楽師・狂言方和泉流。重要無形文化
財保持者（総合認定）。1967年、大分
県出身。1994年、狂言「魚説法」にて
初舞台。国立能楽堂三役養成第四期研
修修了。野村万作に師事。

月崎	晴夫	（つきざき・はるお）

能楽師・狂言方和泉流。1964年、千葉
県出身。1992年、狂言「成上り」にて
初舞台。野村万作に師事。 

飯田	豪	（いいだ・ごう）

能楽師・狂言方和泉流。1989年、神奈
川県出身。2013年、狂言｢小傘｣にて
初舞台。野村万作に師事。

高野	和憲	（たかの・かずのり）

能楽師・狂言方和泉流。重要無形文化
財保持者（総合認定）。1972年、茨城
県出身。1995年、狂言｢鐘の音｣にて
初舞台。国立能楽堂三役養成第四期
研修修了。野村万作に師事。

内藤	連	（ないとう・れん）

能楽師・狂言方和泉流。1986年、岡山
県出身。2009年、小舞｢海道下り｣に
て初舞台。国立能楽堂三役養成第八
期研修修了。野村万作に師事。

中村	修一	（なかむら・しゅういち）

能楽師・狂言方和泉流。1989年、京都
府出身。2000年、狂言｢業平餅｣にて
初舞台。野村万作に師事

狂き
ょ
う
げ
ん言（

和い
ず
み
り
ゅ
う

泉
流
）

長唄

今藤	政音	（いまふじ・まさね）

1967年、東京都出身。今藤政太郎に
三味線、今藤美知に唄を師事。国立音
楽大学楽理科卒業。NHK邦楽技能者
育成会39期修了。長唄協会普及育成
委員会・長唄と教育をデザインする委員
会委員。

初めての三味線との出会いは、まず足のしびれとの戦いだったと思います。
でも、回を追うごとに正座にも慣れ、ご挨

あいさつ

拶の声も大きくなり、もちろん、三味線も上手になりました。そして、ここに発表の日を迎
むか

えます。
きっと、緊

きんちょう

張の中にも楽しく、精
せいいっぱい

一杯の演奏をしてくれることでしょう。今日のこの演奏が、一生の中での楽しい思い出となり、
この5か月間の体験が、皆さんのこれからの人生にとって、有意義なものとなることを願ってやみません。
ご家族の皆様におかれましては、お稽古の成果が充

じゅうぶん

分に発揮できますよう、ご声
せいえん

援を宜
よろ

しくお願い申し上げます。（杵家 弥七）

三し
ゃ

味み

線せ
ん

杵家	弥七	（きねいえ・やしち）

1948年、東京都出身。五世弥七の長男。
前名、弥佑。1958年、初舞台。1983
年、六世襲名。杵屋栄二・堅田喜惣治
らに師事。長唄協会常任理事・普及育
成委員会委員長・キッズ伝統芸能体験
プロジェクト委員長。

杵屋	栄日陽	（きねや・えいかよう）

1977年、神奈川県出身。八代芳村伊
十郎に師事。杵栄会、子どもたちに日
本の伝統文化をみせる会会員。長唄協
会普及育成委員会委員。

杵屋	五三吉都	（きねや・ごさきちと）

1982年、愛知県出身。1991年、初舞台。
杵屋五三吉、杵屋五瞭に師事。東京芸
術大学邦楽科卒業、同大学院修士課程
修了。長唄協会普及育成委員会委員。

杵屋	五章	（きねや・ごしょう）

1986年、東京都出身。三代目杵屋五三郎
に師事。東京芸術大学邦楽科卒業。女流
杵五会、長唄東音会同人。

東音	岩田喜美子
（とうおん いわた・きみこ）

1949年、東京都出身。1954年、初舞
台。東京芸術大学邦楽科卒業。長唄東
音会理事。長唄協会普及育成委員会委
員・長唄と教育をデザインする委員会委
員長。

慣
な

れない正座、音を出すことの難しさ、なかなか思うように出来ないもどかしさの中で、皆さん頑
が ん ば

張りました。
伝統芸能は特別じゃない、身近にあるものだと感じてくれれば嬉

うれ

しいです。この体験が自信となってこれからの成長に役立つ事を願っています。
今日の舞

ぶ た い

台では、きれいな所
し ょ さ

作でしっかりと演奏する姿をご覧
らん

ください。（鳳聲 千晴）

［他にご指導くださった先生方］福原 聖子　福原 百恭　福原 徹秋　鳳聲 晴代　鳳聲 晴桜　望月 美沙輔　望月 輝美輔

鳳聲	千晴	（ほうせい・ちはる）　　　　
笛方。1967年、北海道出身。1982年、
初舞台。二代目鳳聲晴郷に師事。東京
芸術大学邦楽科卒業。長唄協会普及育
成委員会委員。

藤舎	理生	（とうしゃ・りを）　
笛方。1964年、静岡県出身。1983年、
初舞台。二代目藤舎名生に師事。同
志社大学文学部卒業。囃子 「眞しほ会」

「青濤会」同人。東京都立白鴎高校長
唄三味線部講師。

囃は

や

し子
［
篠し

の
ぶ
え笛

］

［他にご指導くださった先生方］今藤 美知央　杵家 七花  杵屋 君穗　杵屋 史弥　杵屋 徳桜　日吉 小左都  松永 鉄史穂

松永 和佐比奈　吉住 小十秀　東音 野呂美貴　東音 守屋沙弥香　東音 伊藤薫子　東音 横山沙永子　（発表会助演のみ）東音 大島早智

芳村	伊十冶郎	（よしむら・いそじろう）

1976年、東京都出身。杵屋栄富、芳村
伊十七に師事。長唄芳友会会員。長唄
堀留会、長唄むつみ會同人。長唄冶葉
会主宰。長唄協会普及育成委員会・長
唄と教育をデザインする委員会委員。

東音	植松美名
（とうおん うえまつ・みな）

1968年、東京都出身。1974年、初舞台。
東音高橋尚子に師事。東京芸術大学邦楽
科卒業、同大学院修士課程修了。長唄協
会普及育成委員会・長唄と教育をデザイン
する委員会委員。

本年度はマスクをつけながらのお稽古でしたが、子供たちも講
こ う し

師も一
いっしょうけんめい

生懸命に取り組みました。
最初こそ楽器の難しさに戸

と ま ど

惑いがあったかもしれませんが、みんなで合
がっそう

奏する楽しさを感じながら、
発表会に向けてお稽古をすることができました。本日は客席の皆様もご一

いっしょ

緒に楽しんでいただきたいと思います。（望月 庸子）

囃は

や

し子
［
小こ

つ
づ
み鼓

］

［他にご指導くださった先生方］仙波 宏多　藤舎 千穂　藤舎 清穂　堅田 喜代実　住田 福十郎　福原 千鶴　望月 秀幸

望月 左太寿郎　望月 実加子

望月	庸子	（もちづき・ようこ）

1956年、東京都出身。1971年、初舞台。
1972年、望月左吉に入門。望月初子
に手ほどきを受ける。東京芸術大学邦
楽科卒業。同大学非常勤講師。長唄協
会普及育成委員会委員・キッズ伝統芸
能体験プロジェクト副委員長。

川島	佑介	（かわしま・ゆうすけ）

1956年、東京都出身。1979年、初舞台。
堅田喜三久に師事。舞台・放送・録音で
修業を重ねる。「青山こどもの城」講師
を務めていたほか、子供対象の体験に
も積極的に参加。

望月	太左衛	（もちづき・たざえ）

1956年、東京都出身。1963年、初舞
台。父・望月流宗家家元十代目望月太
左衛門に師事。1994年、歌舞伎座に
て二代望月太左衛襲名。東京芸術大学
大学院にて博士号（音楽）取得。長唄
協会普及育成委員会委員。

梅屋	巴	（うめや・ともえ）

1964年、東京都出身。1979年、初舞
台。三代目梅屋福三郎に師事。1988年、
東京芸術大学邦楽科卒業。長唄協会普
及育成委員会委員。

望月	太津之	（もちづき・たつゆき）

1967年、東京都出身。1978年、初舞台。
望月太津三郎に師事。1990年、東京
芸術大学邦楽科卒業。同年、望月流家
元より望月太津之の名を許される。長
唄協会普及育成委員会委員。
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奥山	益勢	（おくやま・みつせ）

山田流箏曲演奏家。1974年、東京都
出身。六代山勢松韻に師事。東京芸術
大学大学院修了。NHK邦楽技能者育
成会43期修了。2005年度文化庁新進
芸術家国内研修修了。山勢松韻会所属。

渡理	潤子	（わたり・じゅんこ）

山田流箏曲演奏家。1979年、東京都
出身。幼少より山岸妃貞子に師事。谷
珠美にも師事。東京芸術大学大学院修
了。NHK邦楽技能者育成会修了。谷
珠美邦楽研究グループ同人。

令和２年度は「キッズ伝統芸能体験」の開
かいこう

講さえ危
あや

ぶまれましたが、関係者皆様のご尽
じんりょく

力でこうして発表会を迎
むか

えました。
受講生の皆さんは少なからぬ制

せいやく

約のあるお稽古状
じょうきょう

況の中、一
いっしょうけんめい

生懸命に練習に取り組んで応
こた

えてくれました。
発表会の舞

ぶ た い

台は伝統芸能において最高の会場の国立劇場大劇場、
そしてプロの舞台スタッフの方 が々この発表のために晴れ舞台を設

しつら

えてくださいます。
立派な舞台に感

かんしゃ

謝して、そして自分自身の5か月間の努
どりょく

力に胸
むね

を張
は

って、堂
どうどう

と々演
えんそう

奏してください。
本日は発表会おめでとうございます。（講師一同）

山勢	麻衣子	（やませ・まいこ）

山田流箏曲演奏家。1970年、東京都
出身。五代・六代山勢松韻に師事。東
京芸術大学大学院修了。在学中、安宅
賞。第66回文化庁芸術祭新人賞。日
本三曲協会理事。山田流箏曲協会理事。

小林	名与郁	（こばやし・なよふみ）

山田流箏曲演奏家。1957年、東京都
出身。五代鳥居名美野に師事。東京芸
術大学卒業。NHK邦楽技能者育成会
27期修了。1989年文化庁国内研修員
修了。燿名会所属。

杉本	禧代賀	（すぎもと・きよが）

山田流箏曲演奏家。1965年、神奈川
県出身。幼少より二代・三代藤井千代
賀に師事。東京芸術大学卒業。2005
年以降、12～14・16～18年、同大学邦
楽科非常勤助手・非常勤講師。藤の会
所属。

萩岡	松柯	（はぎおか・しょうか）

山田流箏曲演奏家。1984年、東京都
出身。幼少より父、四代萩岡松韻ほか
に師事。東京芸術大学大学院博士課程
修了。第23回日本伝統文化振興財団
賞。第74回文化庁芸術祭新人賞。萩
岡會所属。

箏そ
う
き
ょ
く曲（

山や
ま
だ
り
ゅ
う

田
流
）

さあ、いよいよ大
お お ぶ た い

舞台での発表会！ 根
こ ん き づ よ

気強く取り組んだ約4か月の、それぞれの成
せ い か

果を思い切り出し切りましょう！
大人でも音を出すことが難

むずか

しい尺八を、小学生の今、みんなで懸
けんめい

命に挑
ちょうせん

戦しました。
吹き方のあくなき挑

ちょうせん

戦、数え切れない程
ほど

のトライ＆エラーの経験は、尺八のことに限らず、必ず皆さんの将来の役に立つと思います。
コツをつかめた人はもっと長くもっと大きな音を目指して、まだ出る音のほとんどがソラネの人は、
息の形と歌口に当てるポイントを研究して、ぜひ、今後の尺八ライフに活

い

かしてみてください。心から、応
おうえん

援しています！（講師一同）

黒田	鈴尊	（くろだ・れいそん）

琴古流尺八演奏家。1983年、東京都
出身。二代・三代青木鈴慕に師事。東
京芸術大学大学院修了。国際尺八コン
クール2018 in ロンドン優勝。令和元
年度文化庁文化交流使。

青木	滉一郎	（あおき・こういちろう）

琴古流尺八演奏家。1994年、東京都
出身。二代・三代青木鈴慕に師事。東
京芸術大学大学院修了。市川市文化
振興財団新人演奏家コンクール優秀賞。
文化庁新進芸術家国内研修修了。

尺し
ゃ
く
は
ち八

本日は発表会のご出演おめでとうございます。
コロナ禍

か

で世の中が不安定な最
さ な か

中、親
お や ご さ ま

御様や多くの皆様のご協力の下にお教室が無事に開
かいこう

講出来ましたこと、
最後まで生徒さんが頑

が ん ば

張ってお稽古に打ち込んでいらしたことに心から感動を覚えます。
ここで学ばれた日本の楽器や音楽、お行

ぎょうぎ

儀、お稽古を通じて味わった嬉
うれ

しさや悔
くや

しさ、
そして、発表会での貴

きちょう

重な体験をどうか忘れないでくださいね。きっと、皆さんの素
す て き

敵な未来に繋
つな

がります！！（講師一同）

三曲

箏そ
う
き
ょ
く曲（

生い
く
た
り
ゅ
う

田
流
）

富山	清仁	（とみやま・きよひと）

生田流箏曲演奏家。1983年、東京都
出身。二代富山清琴に師事。学習院大
学法学部法学科卒業。お茶の水女子大
学文教育学部非常勤講師。清音会師範。

大嶋	敦子	（おおしま・あつこ）

生田流箏曲演奏家。1969年、栃木県
出身。福田栄香に師事。NHK邦楽技
能者育成会修了。2013年度文化庁新
進芸術家国内研修修了。三ッの音会所
属。

多田	操彩秀	（ただ・そうさいしゅう）

生田流箏曲演奏家。1985年、広島県
出身。二代野坂操壽、滝田操秀に師事。
桐朋学園芸術短期大学特別研究生修了。
第17回賢順記念全国箏曲コンクール岸
邉成雄賞。松の実會師範。

福田	栄香	（ふくだ・えいか）

生田流箏曲演奏家。1964年、東京都
出身。福田種彦に師事。NHK邦楽技
能者育成会修了。文化庁芸術祭優秀賞。
文化庁文化交流使等を歴任。伝統文化
ポーラ賞。三ッの音会家元。日本三曲
協会理事。

吉永	真奈	（よしなが・まな）

生田流箏曲演奏家。1978年、東京都出
身。東京芸術大学邦楽科卒業。2013
～14年、同大学アートリエゾンセンター
教育研究助手。宮城会直門。宮城合奏
団団員。宮城会師範。

青野	雅楽浪	（あおの・うたなみ）

生田流箏曲演奏家。1966年、愛媛県
出身。中島靖子、宮本雅都貴、大久保
雅礼ほかに師事。正派音楽院本科卒業、
NHK邦楽技能者育成会修了。桐韻会、
正派合奏団所属。(公財)正派邦楽会
大師範。

いよいよ今日は本番ですね！  みんな緊
きんちょう

張しているかな？  今までのお稽古では、大変だったこと、難しかったことも沢
たくさん

山あると思います。
けれども、いつも一

いっしょうけんめい

生懸命頑
が ん ば

張ってくれて、先生たちは嬉
うれ

しかったです！  本当にありがとう。
本番の舞

ぶ た い

台では、ぜひお稽古の成
せ い か

果を存分に発
は っ き

揮して、元気に、そして楽しんで踊ってください！
先生たちはもちろん、これまで支えてくれたご家族やスタッフも、皆さんを心から応

おうえん

援しています！（講師一同）

花柳	寿々彦	（はなやぎ・すずひこ）

1992年、東京都出身。二代目花柳壽
應に師事。主な受賞に新春舞踊大会会
長賞。協会主催公演や国立劇場主催花
形舞踊公演、文化庁学校巡回公演、坂
東玉三郎特別舞踊公演等に出演。

花柳	静久郎	（はなやぎ・せいくろう）

1985年、大分県出身。幼少より花柳
久鶴に、現在は花柳基に師事。主な受
賞に新春舞踊大会会長賞。協会主催公
演等に出演。日本体育大学非常勤講師。

「藝○座」同人。

坂東	はつ花	（ばんどう・はつはな）

1981年、高知県出身。幼少より坂東は
つ子に手ほどきを受け、現在は坂東勝
友に師事。主な受賞に新春舞踊大会会
長賞。協会主催公演や文化庁学校巡回
公演等に出演。「藝○座」同人。

藤間	翔央	（ふじま・しょうおう）

1990年、神奈川県出身。幼少より藤
間恵都子に、現在は藤間藤太郎に師事。
主な受賞に新春舞踊大会会長賞。協会
主催公演や協会神奈川県支部公演等に
出演。ポータルメディア「和ものびと」
主宰。

水木	優翠	（みずき・ゆうすい）

1975年、岩手県出身。幼少より水木歌
俊に手ほどきを受け、水木歌優、水木
佑歌に師事。協会主催公演や文化庁学
校巡回公演、岩手県邦舞協会公演等に
出演。

西川	扇左衛門	
（にしかわ・せんざえもん）

1976年、東京都出身。十世宗家西川
扇藏に師事。主な受賞に新春舞踊大会
会長賞、日本舞踊新鋭賞。協会主催公
演や文化庁学校巡回公演、海外公演等
に出演。

花柳	昌鳳生	（はなやぎ・まさほうお）

1982年、愛知県出身。二代目花柳昌
太朗に師事。主な受賞に新春舞踊大会
賞。「名古屋華生会」主宰。協会主催公
演や文化庁学校巡回公演等に多数出演。

花柳	寿美琴音	
（はなやぎ・すみことね）

1985年、福島県出身。幼少より花柳寿
美雄に、現在は花柳寿美に師事。主な
受賞に新春舞踊大会大会賞。協会主催
公演等に出演。学童保育の場などでも
指導を行う。「藝○座」同人。

日本舞踊

日に

ほ
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踊
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藤間	仁凰	（ふじま・じんおう）

1973年、東京都出身。父・藤間仁章に
師事。主な受賞に新春舞踊大会会長賞。

「日本舞踊章会」主宰。藤間流大会、協
会主催公演、文化庁学校巡回公演等に
多数出演。「弧の会」同人。

吾妻	君彌	（あづま・きみや）

1987年、鹿児島県出身。東京芸術大
学大学院にて博士号（音楽）取得。吾
妻節穂に師事。主な受賞に新春舞踊大
会大会賞。協会主催公演等に出演。「藝
○座」同人。

待ちに待った発表会！ 今日はたくさんのことを経
けいけん

験して感じて欲
ほ

しいと思っています。
先生たちやご家族だけではなく、みんなが安全に踊れるように支えてくれた芸団協の皆さん、みんなの舞

ぶ た い

台の為
ため

に準備をしてくれたスタッフさん、
演奏家の先生方、数えてみたら200人 !? そんな大

おおぜい

勢の方 が々みんなの発表を応
おうえん

援しています。
その皆さんへの心からの「ありがとう」の気持ちを忘れず、クラスのみんなと楽しく！ 踊りましょう！（講師一同）

若見匠	祐助（わかみしょう・ゆうすけ）

1980年、東京都出身。母・若見匠風僖、
猿若流分家猿若吉代に師事。日本大学
大学院修士課程修了。主な受賞に新春
舞踊大会最優秀賞。協会主催公演や文
化庁学校巡回公演等に出演。

水木	紅耶	（みずき・こうや）

1987 年、秋田県出身。幼少より水木
歌優に手ほどきを受ける。保育園など
でも指導を行う。現在は水木佑歌に師
事。協会主催公演等に出演。

藤間	涼太朗	（ふじま・りょうたろう）

1988年、北海道出身。藤間紋寿郎に
師事。2006年、四代目尾上松緑門弟
となり歌舞伎俳優として活動。後に舞
踊家に転身。主な受賞に新春舞踊大会
最優秀賞。協会主催公演等に出演。
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発表会を盛り上げてくださる方々

古典芸能解説者。東京都生まれ。NHKアナウンサーとしてテレビ、ラジ
オのさまざまな番組を担当してきた。現在はその経験を生かし、歌舞伎
など伝統芸能の解説や講座を全国で実施。著書に、全国のこども歌舞
伎を紹介する『稚翠小松賑』（石川県小松市）、『僕らの歌舞伎』（淡交社）、

『文楽のツボ』（NHK出版）、『教養として学んでおきたい能狂言』（マイ
ナビ新書）などがあり、執筆活動も精力的である。

司会

葛西	聖司	（かさい・せいじ）

〈日本舞踊・三曲・長唄〉狂言方／舞台監督　
岡田	直哉　岡田	勇輝
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「キッズ伝統芸能体験」とは

子供たちが一定期間にわたり、伝統芸能の一流の実演家から直接指導を受け、 

最後にその成果を本格的な舞台で発表します。

「本物体験」を通じて、日本人が大切にしてきた伝統文化への理解を深め、 

その心を次世代へ継承することを目的としています。

www.geidankyo.or.jp/kids-dento/

団体紹介

18

企画制作・運営

公益社団法人	日本芸能実演家団体協議会	［略称：芸団協］　www.geidankyo.or.jp
俳優、歌手、演奏家、舞踊家、演芸家、演出家、舞台監督などの様々な芸能分野の実演家団体、技術者や制作者団体等、68 団体を正会員とする公益法
人です。芸術文化の発展に寄与することを目的に 1965 年（昭和 40 年）に設立され、2012 年（平成 24 年）に公益社団法人の認定を受けました。政策提言・
調査研究、芸能文化拠点「芸能花伝舎」の運営、体験機会の提供、人材育成・研修などの実演芸術振興事業と、実演家の著作隣接権に関わる業務を行う「実
演家著作隣接権センター（ＣＰＲＡ）」の運営を主な事業の柱としています。

制作協力

公益社団法人	能楽協会　www.nohgaku.or.jp
1945 年（昭和 20 年）設立。2010 年（平成 22 年）公益社団法人認定。全国の能楽師によって組織されている団体。能楽界の伝統と秩序を維持し、斯道の
興隆を図ることが目的。会員数は約 1,100 名（令和 3 年 3 月現在）。全国に 7 支部をもつ。能楽の振興普及のために、各種公演の企画運営、初心者向け普
及事業、青少年対象の教育 ･ 啓蒙活動の実施、その他の諸活動を広く展開。「キッズ伝統芸能体験」では、理事の辻井八郎（謡・仕舞）、深田博治（狂言）
を中心とした能楽師が指導に当たりました。

公益社団法人	日本舞踊協会　www.nihonbuyou.or.jp
1955 年（昭和 30 年）設立。2012 年（平成 24 年）公益社団法人認定。全国の日本舞踊家によって組織されている団体。日本舞踊の普及を通じ、文化の発
展に寄与することを目的として活動。会員数は約 4,300 名（令和 3 年 3 月現在）。全国に 26 の支部を持つ。普及や人材育成を図るための公演や創作日本舞
踊の発表、文化庁主催の学校巡回公演、外国人向け伝統文化体験プログラムなど、さまざまな事業を展開。「キッズ伝統芸能体験」では、担当理事の猿
若清方、花柳寿美、坂東勝友、藤間勘右衞門の監督の下、流派を超えた若手メンバーが指導に当たりました。

公益社団法人	日本三曲協会　www.sankyoku.jp
1940 年（昭和 15 年）設立の大日本三曲協会を母体として、1968 年（昭和 43 年）社団法人認可。2010 年（平成 22 年）公益社団法人認定。箏・三絃・尺八
の普及向上と各流派の交流を図り、邦楽文化の発展に寄与することが目的。会員数は約 4,800 名（令和 3 年 3 月現在）。学校授業への講師派遣、学校巡回
公演、教師対象の和楽器講習会、箏の寄贈など学校教育への取組みに注力している。「キッズ伝統芸能体験」では、担当理事の福田栄香及び山勢麻衣子以下、
芸系を超えたメンバーが指導に当たりました。

一般社団法人	長唄協会　www.nagauta.or.jp
1925 年（大正 14 年）設立。1977 年（昭和 52 年）社団法人認可。2012 年（平成 24 年）一般社団法人認可。長唄の保存・伝承・向上・普及を図り、芸術文化
の発展に寄与することを目的とし諸事業を展開。会員数は約 2,300 名（令和 3 年 3 月現在）。定期演奏会、提携演奏会のほか、青少年向け学校巡回公演、
学校教員向け研修会等の普及活動にも積極的に取組みながら、外国人向け伝統文化体験プログラム等の体験事業も実施。「キッズ伝統芸能体験」では、
杵家弥七（三味線）、望月庸子（小鼓）、鳳聲千晴（篠笛）ほか、流派を超えたメンバーが指導に当たりました。

お稽古サポートスタッフ ［ 能　楽 ］土井 敦子

 ［ 長　唄 ］岡本 光代（杵家会館）／吉住 小留実（紫山会館）／東音 都築かとれ　都築 明斗（芸能花伝舎）

 ［ 三　曲 ］中村 聡志（尺八）／河本 耕平　三浦 智里　影山 真帆　服部 玲香　桑森 なみ香　福富 樹　岩尾 知夏　

 　　　　　　宮本 しえり　小倉 悠穂　水口 凌　原田 宗河　荒船 崚（箏曲）

 ［日本舞踊］齊藤 真理子　広瀬 奈々子（新宿）／土井 敦子（立川）

広報・宣伝物デザイン アートディレクター  新村 則人

 デザイナー  庭野 広祐　溝口 功将

写真 ［長唄・三曲・日本舞踊］  武藤 奈緒美　ほか

 ［ 能　楽 ］  菅原 康太

日本舞踊 使用音源 音源制作  公益財団法人日本伝統文化振興財団 

 編集マスタリング  日本アコースティックレコーズ



［令和2年度版 2021年3月発行］

子供たちの未来をもっと豊かに。
「キッズ伝統芸能体験」は、
伝統文化を次世代につなぎます。

次は君たちが体験する番！
今後のお稽古実施については、	
WEBでお知らせします。

www.geidankyo.or.jp/kids-dento/

お問い合わせ
〒160-8374  東京都新宿区西新宿 6-12-30　芸能花伝舎 2F
公益社団法人 日本芸能実演家団体協議会［芸団協］内

「キッズ伝統芸能体験」事務局
TEL： 03-5909-3060（平日10：00～18：00）　FAX： 03-5909-3061
E-mail： wageiko@geidankyo.or.jp

［主催］東京都／公益財団法人東京都歴史文化財団 アーツカウンシル
東京／公益社団法人日本芸能実演家団体協議会 ［企画制作・運営］公益
社団法人日本芸能実演家団体協議会 ［制作協力］公益社団法人能楽
協会／公益社団法人日本舞踊協会／公益社団法人日本三曲協会／一般
社団法人長唄協会　［共催］公益財団法人新宿未来創造財団（新宿区立
新宿文化センター）／東村山市教育委員会／公益財団法人立川市地域文化
振興財団　［協賛］独立行政法人日本芸術文化振興会　［後援］新宿区／
立川市教育委員会　［協力］公益財団法人梅若会／公益社団法人宝生会／
公益財団法人日本伝統文化振興財団


