
大鼓　　太鼓
小鼓　　 笛

1978(S53) 高砂 長田　驍 松井　彬 二千石 茂山真吾

6月18日 雲雀山 大島政允 子日谷文彦 (2世七五三)

鳥追船 大島久見 子大本陽子 月見座頭 古川七郎

9月17日 絃上 大島政允 松井 彬 金子匡一 長島 茂

千寿 大島政允 高林白牛口ニ 梟 茂山正義

11月19日 阿漕 大島久見 (13世千五郎)

1979(S54) 賀茂 金子匡一 谷　大作　長島　宏 口真似 茂山千五郎

3月18日 隅田川 大島政允 子大島衣恵 (4世千作)

遊行柳 大島久見 附子 茂山正義

4月15日 海人 大島政允 子日谷文彦

八島 大島久見 田中　貢 茶壷 茂山千五郎

6月17日 藤戸 大島政允

柏崎 大島久見 子大島衣恵 伯母ヶ酒 茂山あきら

9月16日 野守 長田　驍

巴 喜多長世

別会 三井寺 大島政允 子大島衣恵 二人袴 茂山千五郎

11月18日 紅葉狩 大島久見 金子匡一　田中　貢 茂山真吾

1980(S55) 草紙洗小町 大島久見 金子匡一　子日谷文彦 土筆 茂山千五郎

3月16日 小鍛冶白頭 大島政允

湯谷 大島政允 田中　貢 しびり 茂山　茂

4月20日 山姥 長田　驍 松井　彬

富士太鼓 金子匡一 子金子敬一郎 不聞座頭 茂山千五郎

6月15日 葵上 大島久見 大村　定

朝長 大島久見 鐘の音 茂山正義

9月21日 井筒 大島政允

鉢木 友枝喜久夫 狩野秀生 鳴子遣子 茂山千五郎

別会 羽衣 大島久見

11月16日 邯鄲傘ノ出 大島政允 子大島衣恵

1981(S56) 氷室白頭 大島久見 田中　貢　子大島衣恵 附子 茂山正義

3月15日 桜川 大島政允 子大島輝久

田村 大島久見 盆山 茂山正義

4月19日 采女 大島政允

小督 金子匡一 長島　茂　田中　貢 膏薬練 茂山正義

6月21日 天鼓 大島政允

蝉丸 長田　驍 大島政允 酢薑 茂山あきら

9月20日 白是界 大島久見 長島　茂

経政烏手 喜多節世 能楽堂落成10周年記念

別会 三輪神遊 大島久見 呼声 茂山千五郎

11月15日 船弁慶真ノ伝 大島政允 子大島輝久

1982(S57) 竹生島女体 大島政允 金子匡一　長島　茂 棒しばり 茂山千五郎

3月21日 東北 長田　驍

弱法師 大島久見 鈍太郎 茂山千五郎 第100回記念

4月18日 大会 喜多長世 長島　茂
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久田舜一郎　毛利　保

辻　芳昭　　森田澄子

増田福太郎　毛利　保

93

86
守家敏治　　森田澄子

増田福太郎　毛利　保

(三王礼夫/三王 清) 　森田澄子

森本幸冶

85

89

上野義雄　　森田澄子

山口　亮　　毛利　保

(五島 一/三王 清)  　梶谷義男

久田舜一郎　毛利　保
(五島 一/三王 清)  　森田澄子

95

96

山口　亮　　赤井啓三

守家敏治　　森田澄子
植田隆之亮

87

増田福太郎　赤井啓三

90

竹村英雄　　毛利　保

88

守家敏治　　森田澄子

参照

三王礼夫　　森田澄子

大村滋ニ　　森田澄子

久田舜一郎　毛利　保

増田福太郎　毛利　保

狂言シテ（

増田福太郎　赤井啓三

81

坂苗　融

森本幸冶

坂苗　融

82

83 森本幸冶

84

五島　一　　森田澄子

97

98

狂言曲目

山口　亮　　毛利　保

三王礼夫　　森田澄子

増田福太郎　毛利　保

大村滋ニ　　森田澄子

92 森本幸冶

坂苗　融

）
山本　孝　　牧野繁次郎

坂苗　融

大村滋ニ

塩田耕三

植田隆之亮

植田隆之亮

植田隆之亮

植田隆之亮 (増田福太郎/山口 亮) 帆足正規

99

100

囃子方ワキシテツレ・子方シテ能曲目年月日回

91

河村総一郎　小寺俊三

大村滋ニ　　森田澄子

三王　清　　森田澄子

久田舜一郎　毛利　保

植田隆之亮

坂苗　融

植田隆之亮
山口　亮　　赤井啓三

(竹村英雄/増田福太郎) 光田洋一

⇐　61～80回 へ 101～120回へ ⇒

森本幸冶

(三王礼夫/三王 清) 　森田澄子

植田隆之亮 (増田福太郎/山口 亮) 森田順人

坂苗　融

山口　亮　　赤井啓三

上野義雄　　前川　雪

竹村英雄　　帆足正規

http://www.noh-oshima.com/teikikouenkiroku/61~80.pdf
http://www.noh-oshima.com/teikikouenkiroku/101~120.pdf

