
大鼓　　太鼓

小鼓　　 笛

1986(S61) 源氏供養 大島政允 土筆 茂山あきら

4月20日 邯鄲 大島久見 子大島文恵

高野物狂 長田　驍 子大島輝久 鏡男 茂山千之丞

羽衣 大島久見

6月15日 車僧 大島政允

唐船 大島久見 子大島衣恵・輝久・文恵・紀恵 舟船 茂山真吾

半蔀 大島政允

9月21日 葵上 金子匡一 松井　彬

蝉丸 友枝喜久夫 大島久見 栗焼 茂山千五郎

11月16日 望月 大島政允 金子匡一　子大島輝久

1987(S62) 草紙洗小町 大島政允 大村 定　谷 大作　子大島輝久 節分 茂山千五郎 第１回 広島能を楽しむ会

3月15日 藤戸 大島久見 子大島文恵 3月29日

頼政 大島久見 縄綯 茂山千之丞 「鉢木」大島久見

富士太鼓 長田　驍 子長田明恵 　「棒しばり」茂山千五郎

6月21日 小鍛冶 大島政允 「黒塚」大島政允

花月 大島久見 仏師 岩崎狂雲

班女 大島政允

9月20日 阿漕 金子匡一

清経 喜多節世 笠井　陸 昆布売 茂山真吾

11月15日 松風 大島久見 松井　彬

1988(S63) 朝長 大島久見 文相撲 茂山千之丞

4月17日 東北 大島政允

鷺 大島久見 子大島輝久 16世喜多六平太先生

別会 井筒 喜多六平太 抜殻 茂山千五郎 宗家継承記念

6月19日 猩々乱壷出 大島政允 広谷和夫

放下僧 金子匡一 金子敬一郎 植田隆之亮 文蔵 茂山正義 第２回 広島能を楽しむ会

玉葛 大島久見 森本幸冶 2月21日

9月18日 海人 大島政允 子堀　悦子 植田隆之亮 「蝉丸」大島久見、長田 驍

満仲 長田　驍 狩野丹秀 子大島輝久・大島衣恵 盆山 茂山千五郎 　「鐘の音」茂山千之丞

三井寺 大島久見 子大島文恵 「邯鄲」大島政允、大島文恵

11月20日 舎利 大島政允 松井 彬

1989(H元) 湯谷 大島久見 大島衣恵 清水 茂山千五郎

3月19日 山姥 大島政允 松井　彬

箙 大島輝久 和田英基 大島家三代能

別会 住吉詣 大島久見 子大島衣恵・大島文恵・大島紀恵 舟船 茂山千五郎

4月16日 石橋 大島政允

通小町 大島久見 松井　彬 因幡堂 茂山正義

杜若 長田　驍

6月18日 鵺 金子匡一

景清 友枝喜久夫 井上雄人 伯母ヶ酒 茂山正義

9月17日 殺生石女体 大島政允

花筐 大島政允 笠井　陸　子大島紀恵 太刀奪 茂山真吾

11月19日 融 大島久見

1990(H2) 芦刈 大島久見 笠井　陸 文荷 茂山千五郎 第３回 広島能を楽しむ会

百万 金子匡一 子大島紀恵 2月18日

4月15日 野守 大島政允 「弱法師」大島久見

自然居士 大島久見 子大島文恵 察化 茂山あきら 　「鬼瓦」茂山正義

6月17日 誓願寺 大島政允 「猩々乱」大島政允

実盛 長田　驍 萩大名 茂山真吾

9月16日 楊貴妃 大島政允

⇐　101～120回 へ 141～160回へ ⇒

坂苗　融

125

129

(辻 雅之/山本哲也)　前川光長

辻　芳昭　　森田澄子

(辻 芳昭/辻 雅之)　牧野繁次郎

130

133

126

上野義雄　　森田澄子

127

134

清水晧祐　　赤井藤男

辻　芳昭　　森田澄子

135

136

参照

(守家紀之/守家敏治)　　森田澄子

上野義雄　　前川　雪
(増田福太郎/清水晧祐)　赤井藤男

上野義雄　　森田澄子

(大村滋ニ/三王　清)　　森田澄子

竹村英雄　　帆足正規

121

137

138

狂言曲目

荒木照雄　　赤井啓三
(大村滋ニ/守家紀之)　　森田澄子

大村滋ニ　　森田澄子

132

江崎金治郎

128

122

123 植田隆之亮

124

植田隆之亮

植田隆之亮

指吸雅之助

指吸雅之助

狂言シテ（ ）
辻　芳昭　　森田澄子

江崎金治郎

植田隆之亮

大村滋ニ

139

140

囃子方ワキシテツレ・子方シテ能曲目年月日回

131

上野義雄　　森田澄子

辻　芳昭　　森田澄子

竹村英雄　　帆足正規

荒木照雄　　光田洋一

大村滋ニ　　前川　雪

指吸雅之助

大村滋ニ　　森田澄子

久田舜一郎　赤井啓三

植田隆之亮

坂苗　融

植田隆之亮
清水晧祐　　帆足正規

(竹村英雄/竹村英敏)　赤井啓三

江崎金治郎

(辻 芳昭/上野義雄)　小寺俊三

植田隆之亮

坂苗　融

指吸雅之助

久田舜一郎　赤井啓三江崎金治郎

上野義雄　　森田澄子

植田隆之亮

竹村英雄　　赤井啓三

(荒木照雄/清水晧祐)　光田洋一

竹村英雄　　光田洋一

荒木照雄　　光田洋一

久田舜一郎　光田洋一

久田舜一郎 （赤井藤男/赤井啓三）

清水晧祐　　帆足正規

清水晧祐　　赤井啓三

竹村英雄　　帆足正規

辻　芳昭　　森田澄子

清水晧祐　　帆足正規

http://www.noh-oshima.com/teikikouenkiroku/101~120.pdf
http://www.noh-oshima.com/teikikouenkiroku/141~160.pdf

