
大鼓　　太鼓

小鼓　　 笛

2000(H12) 盛久 長田　驍 茶壷 茂山千五郎 第９回 広島能を楽しむ会

6月4日 鉄輪 大島政允 7月16日
三輪岩戸の舞 大島政允 昆布売 茂山正邦 「小原御幸」大島政允

9月17日 項羽 松井　彬 松井　俊介 　「蚊相撲」　茂山千五郎

蝉丸 金子匡一 松井　彬 竹生島参 茂山千五郎 「鵺」大島輝久

11月19日 融 大島政允

2001(H13) 高砂 金子匡一 金子敬一郎 太刀奪 茂山千五郎

3月18日 富士太鼓 大島政允 子丸本智也

東北 大島輝久 無布施経 茂山千之丞

4月15日 国栖 大島政允 松井 彬 大島衣恵 子羽原 諒

実盛 大島政允 仏師 茂山あきら

9月30日 籠太鼓 長田　驍

玉葛 松井　彬 延命袋 茂山七五三

11月18日 是界 大島輝久 佐々木多門

2002(H14) 西王母 大島衣恵 大島文恵 鶯 井上祐一

3月17日 隅田川 大島政允 子羽原　諒

邯鄲傘ノ出 大島政允 子上野　大 土筆 茂山正邦 新作能初演

4月21日 殺生石 大島輝久 6月15日　於 国立能楽堂

二人静 長田　驍 松井　彬 江崎敬三 伯母ヶ酒 茂山千三郎 「鞆のむろの木」大島政允

9月29日 阿漕 大島政允 江崎金治郎 能写真展

松虫 金子匡一 金子敬一郎 寝音曲 茂山あきら 6月8～13日　於 東京南青山

11月17日 山姥 大島政允 大島衣恵

2003(H15) 忠度 大島政允 雁礫 茂山あきら 「福山喜多流能楽堂」改め

3月16日 巻絹 大島衣恵 長田　郷 　　「喜多流大島能楽堂」

八島 大島輝久 塩津圭介 貰聟 野村又三郎 大島会東京公演

4月20日 百万 松井　彬 子成田実加 11月22日

烏頭 金子匡一 金子敬一郎　子金子龍晟 清水 古川道郎 「巴」大島衣恵

9月23日 楊貴妃玉簾 大島政允 「松風」大島政允

柏崎 長田　驍 子上野　大 竹生島参 茂山千五郎 　「寝音曲」野村萬斉

11月16日 鵜飼 大島政允 「黒塚」大島輝久

2004(H16) 鬼界島 松井　彬 大島輝久　松井俊介 千鳥 茂山逸平 新作能福山初演

3月21日 羽衣 大島政允 5月8日　於 大島能楽堂

竹生島 大島輝久 佐々木多門 寝音曲 野村又三郎 「鞆のむろの木」大島政允

4月18日 高野物狂 金子匡一 子金子龍晟

経政 大島政允 江崎金治郎 栗焼 茂山千五郎 第10回 広島能を楽しむ会

9月19日 夕顔 大島衣恵 江崎敬三 10月31日

葛城 大島政允 伯母ヶ酒 茂山七五三 「定家」大島政允

11月21日 綾鼓 長田　驍 大島衣恵

2005(H17) 絵馬女体 大島政允 松井 彬 友枝雄人 長島 茂 佐渡狐 茂山忠三郎 第200回記念

2月11日 清経 友枝昭世 大島輝久

⇐　161～180回 へ 201～220回へ ⇒

谷口有辞

江崎金治郎

植田隆之亮

坂苗　融

福王和幸

坂苗　融

植田隆之亮

植田隆之亮

辻　芳昭　　森田澄子
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飯田清一　　森田保美

辻　芳昭　　前川光範

植田隆之亮

久田舜一郎　森田保美
植田隆之亮

ワキシテツレ・子方シテ

辻　芳昭　　前川光範

久田舜一郎　赤井啓三

河村　大　　前川光範

成田達志　　帆足正規

吉阪一郎　　左鴻泰弘

植田隆之亮
辻　芳昭　　小寺真佐人

能曲目年月日回
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狂言シテ（ ）
守家由訓　　森田澄子

狂言曲目囃子方

久田舜一郎　帆足正規

成田達志　　吉岡　望

久田舜一郎　森田保美

亀井広忠　　小寺真佐人

辻　芳昭　　森田澄子

成田達志　　帆足正規

成田達志　　森田保美

亀井広忠　　助川　治

参照

大村慈ニ　　森田澄子

清水晧祐　　帆足正規

三王　清　　森田澄子
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成田達志　　帆足正規

河村　大
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竹村英雄　　吉岡　望

飯田清一　　帆足正規

植田隆之亮

植田隆之亮

福王和幸

江崎敬三

亀井広忠　　梶谷義男

植田隆之亮
守家由訓　　小寺真佐人

谷口有辞　　前川光範
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久田舜一郎　帆足正規

辻　芳昭　　森田澄子

吉阪一郎　　帆足正規

河村　大　　前川光範
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植田隆之亮

福王和幸

竹村英雄　　赤井啓三

植田隆之亮

吉阪一郎　　帆足正規

辻　芳昭　　前川光範

久田舜一郎　森田保美

竹村英雄　　赤井啓三

河村　大　　前川光範

http://www.noh-oshima.com/teikikouenkiroku/161~180.pdf
http://www.noh-oshima.com/teikikouenkiroku/201-220.pdf

