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これまで半年間のお稽古では、楽しい事も大変な事もあったと思いますが、
本番の舞台は今日一度限り、皆さんの初舞台も人生で一度限りです。失敗を恐

おそ

れず、元気な舞台姿を私たちに見せてください。
我
われわれ

々能楽師も、精
せいいっぱい

一杯サポートします。そして今日で終わりではなく、これをまた新たなスタートとして、
明日からの日 を々一

いっしょうけんめい

生懸命に、楽しく過ごしてください!!　そして能と私たちの事を忘れずに、きっとまた会いに来てください!!（講師一同）

能楽

謡う
た
い・

仕し

ま

い舞
（
観か

ん
ぜ
り
ゅ
う

世
流
）

武田	宗和	（たけだ・むねかず）

能楽師・シテ方観世流。1948年、東京
都出身。1952年、能｢鞍馬天狗｣にて
初舞台。武田太加志の次男。25世宗
家観世左近、及び父に師事。重要無
形文化財保持者（総合認定）。2019年、
旭日双光章。能楽協会常務理事。

⻆	幸二郎	（すみ・こうじろう）

能楽師・シテ方観世流。1975年、東京
都出身。1978年、仕舞「唐船」にて初
舞台。⻆寛次朗の長男。26世宗家観世
清和、及び父に師事。重要無形文化財
保持者（総合認定）。

藤波	重彦	（ふじなみ・しげひこ）

能楽師・シテ方観世流。1964年、東京
都出身。1967年、能「鶴亀」にて初舞
台。藤波重満の長男。26世宗家観世
清和、及び父に師事。東京芸術大学准
教授。重要無形文化財保持者（総合認
定）。能楽協会理事。

坂井	音隆	（さかい・おとたか）

能楽師・シテ方観世流。1976年、東京
都出身。1979年、能「鞍馬天狗」にて
初舞台。坂井音重の次男。26世宗家
観世清和、及び父に師事。重要無形文
化財保持者（総合認定）。

金子	聡哉	（かねこ・としや）

能楽師・シテ方観世流。1971年、埼玉
県出身。2001年、能「吉野天人」にて
初シテ。藤波重満、及び藤波重彦に師事。

武田	祥照	（たけだ・よしてる）

能楽師・シテ方観世流。1987年、東京
都出身。1989年、仕舞「老松」にて初
舞台。武田尚浩の長男。山階彌右衛門、
及び父に師事。

子供たちに、能・狂言の魅
みりょく

力を感じ取ってもらえるよう、狂言の技術を妥
だきょう

協なしで勉強してもらいました。
短い体験期間でしたが、真剣に取り組んでもらいました。能楽の心が、次世代にも宝

たから

となるよう祈ります。（大藏 彌太郎）

大藏	彌太郎	（おおくら・やたろう）

能楽師・狂言方大蔵流。1974年、東京
都出身。1979年、狂言｢以呂波｣にて
初舞台。25世宗家大藏彌右衛門の長
男。祖父の24世、及び父に師事。重
要無形文化財保持者（総合認定）。能
楽協会理事。

大藏	教義	（おおくら・のりよし）

能楽師・狂言方大蔵流。1981年、東京
都出身。1986年、狂言｢業平餅｣にて
初舞台。2世大藏吉次郎の長男。祖父
の24世宗家大藏彌右衛門、及び父に
師事。 

善竹	大二郎	（ぜんちく・だいじろう）

能楽師・狂言方大蔵流。1981年、東京
都出身。1986年、狂言「靫猿」にて初
舞台。善竹十郎の次男。祖父の善竹
圭五郎、及び父に師事。

大藏	基誠	（おおくら・もとなり）

能楽師・狂言方大蔵流。1979年、東京
都出身。1983年、狂言｢以呂波｣にて
初舞台。25世宗家大藏彌右衛門の次
男。祖父の24世、及び父に師事。

小梶	直人	（こかじ・なおと）

能楽師・狂言方大蔵流。1967年、千葉
県出身。2003年、小舞｢土車｣ にて初
舞台。大藏彌太郎に師事。

吉田	信海	（よしだ・しんかい）

能楽師・狂言方大蔵流。1976年、青森
県出身。1998年、狂言｢菌｣にて初舞台。
大藏彌太郎に師事。

上田	圭輔	（うえだ・けいすけ）

能楽師・狂言方大蔵流。1986年、埼玉
県出身。2006年、狂言「口真似」にて
初舞台。大藏吉次郎に師事。

狂き
ょ
う
げ
ん言（

大お
お
く
ら
り
ゅ
う

蔵
流
）

長唄

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、
この数か月間の体験が、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・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・長唄と教育を
デザインする委員会委員。

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。

杵屋	五三吉都	（きねや・ごさきちと）

1982年、愛知県出身。杵屋五瞭に三
味線、東音圓井英子に唄を師事。東京
芸術大学邦楽科卒業、同大学院修士課
程修了。長唄東音会・女流杵五会同人。
長唄協会普及育成委員会委員。

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。
東音田島佳子に師事。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。

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　福原 洋音　鳳聲 晴代　鳳聲 晴桜　望月 美沙輔

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・キッズ伝統芸能体験プ
ロジェクト副委員長。

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 政音　今藤 政子　今藤 美知央　杵家 七花　杵屋 勝眞規　杵屋 君穗　杵屋 徳桜　杵屋 史弥　日吉 小左都　

松永 鉄史穂　松永 和佐比奈　吉住 小十秀　吉住 小十信　東音 野呂美貴　東音 守屋沙弥香　東音 西野朋子　東音 伊藤薫子　東音 横山沙永子

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
会普及育成委員会委員・長唄と教育をデ
ザインする委員会副委員長。

クラス内の雰
ふ ん い き

囲気も良く、講師からの投げかけにも反応が早く、充
じゅうじつ

実したお稽古になりました。
それぞれ自分の苦手なところ、難しいところがありますが、本番の舞台を想

そうてい

定しながら
一人一人が積

せっきょくてき

極的な姿勢で取り組んでいましたので、きっとその成果が発
は っ き

揮できると思います。（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］堅田 喜代実　川島 佑介　住田 福十郎　藤舎 千穂　藤舎 清穂　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。

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。文化庁新進芸術家国
内研修修了。山勢松韻会所属。

武田	博華	（たけだ・ひろか）

山田流箏曲演奏家。1979年、埼玉県
出身。大間隆之に師事。東京芸術大学
大学院修了。アカンサス賞。文化庁新
進芸術家国内研修修了。箏楽会所属。

依
い ぜ ん

然新型コロナウィルスの深刻な感
かんせんじょうきょう

染状況が続く中、今年度も関係者皆様の並
なみたいてい

大抵ではないご尽
じんりょく

力により発表の日を迎えることが出来ました。
厳しい感染対策で制

せいやく

約の多い稽古にも受講生の皆さんは真面目に取り組んでくれました。
発表会の舞台は数

あ ま た

多の名人により、名演・名演奏が現在まで上演され続けてきた歴史ある国立劇場大劇場です。
そして、その名演・名演奏を現在支えていらっしゃるプロフェッショナルの方 が々、皆さんの発表の為

ため

に晴れ舞台を整えてくださいます。
立派な舞台に感謝して、集中して緻

ち み つ

密にかつ大
だいたん

胆に堂 と々成果を発表してください。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。

設楽	千聡代	（したら・ちさよ）

山田流箏曲演奏家。1971年、神奈川
県出身。東京芸術大学卒業。NHK邦
楽技能者育成会修了。文化庁芸術イン
ターンシップ研修修了。第6回賢順記
念全国箏曲コンクール銀賞。千代見会
所属。

佐久間	杜和能	（さくま・とわの）

山田流箏曲演奏家。1978年、埼玉県
出身。東京芸術大学大学院修了。2010
～ 13年同大学教育研究助手。NHK邦
楽技能者育成会47期修了。第11回賢
順記念全国箏曲コンクール奨励賞。新
潮会会員、中能島会所属。

長岡	園美咲	（ながおか・そのみさき）

山田流箏曲演奏家。1990年、千葉県
出身。二代山川園松に師事。東京芸術
大学大学院修了。新潮会会員、春和会
所属。

箏そ
う
き
ょ
く曲（

山や
ま
だ
り
ゅ
う

田
流
）

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

で不安定な生活が続く中で、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、お稽古を通じて感じた喜びや反
はんせいてん

省点、
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
）

北川	雅楽乃	（きたがわ・うたの）

生田流箏曲演奏家。1992年、富山県
出身。北川雅楽敏に師事。東京芸術大
学大学院修了。富山県芸術文化協会奨
励賞。正派合奏団所属。正派邦楽会師範。

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。文化庁新進芸術家国
内研修修了。三ッの音会所属。

花岡	操聖	（はなおか・そうせい）

生田流箏曲演奏家。1981年、東京都
出身。二代野坂操壽に師事。東京芸術
大学邦楽科卒業。桐朋学園芸術短期大
学専攻科修了。同短大特任講師。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。2008年度文化庁文
化交流使。文化庁芸術祭優秀賞。伝統
文化ポーラ賞。三ッの音会家元。日本
三曲協会常任理事。

池田	和花奈	（いけだ・わかな）

生田流箏曲演奏家。1993年、茨城県
出身。池田孝子に師事。東京芸術大学
大学院修了。筑波大学箏曲部講師。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。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。

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。

泉	秀彩霞	（いずみ・ひであやか）

1992年、神奈川県出身。幼少より泉
秀弘に、現在は泉翔蓉、泉幸霞に師事。
日本大学大学院芸術学研究科修士課程
修了。主な受賞に新春舞踊大会大会賞。
協会主催公演や文化庁学校巡回公演
等に出演。

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。学童保育の場等でも
指導を行う。「藝○座」同人。

日本舞踊
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花柳	秀衛	（はなやぎ・しゅうえ）

1969年、東京都出身。花柳寿南海に
師事。主な受賞に文化庁芸術祭優秀賞、
新春舞踊大会文部大臣奨励賞。協会主
催公演、文化庁学校巡回公演等に出演。
日本大学芸術学部演劇学科講師。

坂東	映司	（ばんどう・てるし）

1971年、東京都出身。坂東三津映に
師事。主な受賞に新春舞踊大会奨励賞。
協会主催公演等に出演。都内中学校等
での指導のほか、子供向け体験事業で
講師も務める。

藤間	聖衣曄	（ふじま・せいか）

1977年、東京都出身。幼少より祖母・
藤間聖章、現在は藤間蘭黄に師事。主
な受賞に新春舞踊大会奨励賞。協会主
催公演等に出演。都内高校等での指導
のほか、子供向け体験事業で講師も務
める。

みんな、いつも真
しんけん

剣にお稽古に励
はげ

んでくれましたね。毎回お稽古するたびに素
す て き

敵になっていくみなさんを見て、先生達はとても嬉
うれ

しかったです。
浴衣も自分で着られるね、洒

し ゃ れ

落た帯
おびむす

結びもできるね、所
し ょ さ

作も綺
き れ い

麗になりました。是
ぜ ひ

非、誇
ほこ

りをもってください。今日は発表会本番です。
見守ってくださった皆

みなさま

様へ成
せ い か

果をお届
とど

けしましょう。ひとりひとりが主
しゅやく

役ですよ、自
じ し ん

信と責
せきにん

任を持って、楽しんでください。（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
大学院芸術学研究科修士課程修了。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、現在は水木佑歌に師事。協
会主催公演等に出演。保育園等でも
指導を行う。

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、文化庁学校
巡回公演等に出演。
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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』『同　歌舞伎』（とも
にマイナビ新書）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）

〈三曲・長唄・日本舞踊〉狂言方／舞台監督　
岡田	直哉　岡田	勇輝

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。

尺八は「首
く び ふ

振り３年」と言われる程
ほど

、難しいイメージがありますが、初回から簡
かんたん

単に音を出す事が出来、驚
おどろ

かされました。
「五感」を使って、身体全体で音を表現する事を、今回のお稽古で学べて貰

もら

えた事が一番嬉
うれ

しく思っております。
本日の舞台では、練習の成果を出し、楽しく演奏出来るように頑

が ん ば

張ってください。
最後に、コロナ禍

か

において親
お や ご さ ま

御様をはじめ、多くの皆様のご協力の下、無事に最後まで開
かいこう

講出来ました事に深く感謝致します。
本日は、おめでとうございます。（講師一同）

川瀨	庸輔	（かわせ・ようすけ）

琴古流尺八演奏家。1970年、東京都
出身。東京芸術大学邦楽科卒業。在
学中、山口五郎に師事。琴古流尺八宗
家竹友社所属。日本三曲協会理事。琴
古流協会常任理事。

神	令	（じん・れい）

琴古流尺八演奏家。1980年、東京都
出身。神如正ほか諸派各師に師事。現
代邦楽研究所本科修了。東京芸術大学
大学院修了。同大学教育研究助手。

尺し
ゃ
く
は
ち八
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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、70 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。会長は野村萬（能楽師、人間国宝、日本芸術院会員）。

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 4 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、常務理事の武田宗和、理事の藤波重彦（謡・仕舞）
と理事の大藏彌太郎（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3,900名（令和4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主催公演（協会公演・
新春舞踊大会・未来座公演）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、花柳輔太朗、藤間勘右衞門、水木佑歌、若柳壽延の監督の下、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 4,400 名（令和 4 年 3 月現在）。学校授業への講師派遣、文化庁主
催の学校巡回公演、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、常任理事の福田栄香をはじめ、理事の山勢麻衣子及
び川瀨庸輔以下、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 2,150 名（令和 4 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、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、常任理事の
杵家弥七（三味線）指揮の下、東音 岩田喜美子（三味線 )、望月庸子（小鼓）、鳳聲千晴（篠笛）等、幹部陣を中心に、流派を超えた中堅演奏家が指導に
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）／本間 凜一　緒方 靖（紫山会館）／東音 都築かとれ　東音 都築明斗（芸能花伝舎）

 ［ 三　曲 ］小坂 祐子（尺八）／土井 敦子　秋田 実咲　浦野 詩織　大賀 ゆりの　後藤 すみれ　立澤 真奈美　　

 　　　　　　中村 聡志　服部 玲香　廣瀬 あゆみ　藤倉 まなみ　水口 凌　宮本 しえり　山田 果奈（箏曲）

 ［日本舞踊］齊藤 真理子　広瀬 奈々子（新宿）／土井 敦子（羽村）

広報・宣伝物デザイン アートディレクター  新村 則人（garden inc.）

 デザイナー  庭野 広祐　溝口 功将（garden inc.）

写真 ［長唄・三曲・日本舞踊］  武藤 奈緒美

 ［ 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3年度版 2022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）／羽村市教育委員会　［協賛］独立行政法人日本芸術
文化振興会　［後援］新宿区　［協力］公益財団法人梅若会／公益社団
法人宝生会


