
第 47回 宇和町ふるさと芸能祭 
♪ 実行委員長ご挨拶 ♪ 

 

「天災は、忘れた頃にやって来る。」と言われた頃と違い、近年は毎年の様に災害が日本

列島を襲っています。今年は、西予市も甚大な豪雨災害で多くの方が被災されました。亡く

なられた方・被災された方々にお悔やみ・お見舞い申し上げます。 

 この災害の影響で、多くの行事・催しも中止となりましたが、残り少ないイベントの中

で、西予市総合文化祭・第 47 回 宇和町ふるさと芸能祭が辛うじて開催される事となりま

した。今回は、舞台芸能 16 団体・伝統芸能 1 団体の計 17 団体が、日頃の成果を発表させ

て戴きます。 

 一時をお楽しみ戴き、災害後の心の癒し・活力の一助になればと思っております。 

 皆様方、お誘い合わせの上、ご来場戴きます様ご案内申し上げます。 

平成 30 年 10 月吉日 第 47 回 宇和町ふるさと芸能祭 実行委員長 山本 福晃 

 

伝統芸能紹介 

●五ッ鹿踊り・・・新城五ッ鹿踊り保存会 

 五ッ鹿踊りの由来は、東北地方の獅子踊りであると伝えられ、伊達正宗公の長子、秀宗公
が、大名として宇和島に入られた際に、この地方に伝えられたものと言われています。 
 歌詞・踊りは、地区により多少の違いはありますが、1 匹の雌鹿を 4 匹の雄鹿が探し巡っ
て、歌・太鼓一体となって繰り広げられていきます。 

 新城五ッ鹿踊りは、昭和 30 年頃に一時中断されていましたが、数年後、有志の方々によ
って保存会が結成され、鹿頭や太鼓を修理し、伝統芸能として保存に努めています。 
 

●日 時：平成 30 年 11 月 4 日（日）開会 10：40 西予市宇和文化会館 1 階大ホール 

●主 催：宇和町ふるさと芸能祭 実行委員会・西予市文化協会 宇和支部 

※各団体の出演時間は前後する場合があります。ご了承下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

♪ 今年もダンス＆ミュージック体験市（体験教室）を開催します ♫ 

●日 程 平成 30 年 11 月 3 日（土）13:00～15:40 

●場 所 西予市宇和文化会館 2 階中ホール 参加費無料 

●内 容  13:00～13:50 フラダンス（レイ･アロハ･マイレ） 

13:55～14:45 和太鼓演奏（おイネ太鼓） 

     14:50～15:40 フォークダンス（フォークダンス愛好会） 

※時間は、多少前後する場合があります。ご了承下さい。 

                            
（お問い合わせ先） 

西予市教育委員会 教育部 

スポーツ・文化課 文化振興係 

電話（0894）62－6416（課直通） 

詳細は、別紙

のチラシを 

見てね。 



●開会の挨拶 宇和町ふるさと芸能祭 実行委員長 山本 福晃   10:40～ 

１ 三 味 線・・・田之筋ザ・三味線         10:45～ 

『よさこい鳴子踊り』『あざみの唄』『吉原雀』 

金山 武志・宮本 公・上甲 住夫・河口 常男・宮本 文子・玉井 羊子 

上甲 文香・宇都宮 里美・宇都宮 サヨ・源 千津・山本 洋子・門脇 佐津代 

 

２ 箏 曲・・・琴和会              11:05～ 

 『花笠スケルツォ』 作曲：江戸 信吾 

  一箏：松長 雅楽和・相原 雅楽尋・宇都宮 雅楽姿・洲家 ゆたか 

  二箏：水口 雅楽充・倉橋 雅楽奈・宇都宮 雅楽萌・洲家 まいみ 

  十七弦：牧野 雅楽歩、尺八：奥野 閑山 

 

３ 民       謡・・・愛媛民謡同好会 宇和教室      11:24～ 

①～④の伴奏：三味線部 

①『大瀬手踊り音頭』唄：大下 里佳 ②『東京音頭』唄：川田 健二 

③『越後の子守唄』唄：北上 隆子 ④『真室川音頭』唄：会員合唱 

 

４ クラシックバレエ・・・立脇紘子バレエ研究所        11:37～ 

 『コーラルリーフ』 

 ① 池田 凜乃・水野 涼花 

 ② 前田 明花・水野 真悠・松井 琳音・西村 心結・橋本 華奈・前田 明杜 

   岩本 莉歩・栗田 藍泉・栗田 朱嶺 

 

５ 五 ツ 鹿 踊 り・・・新城五ツ鹿踊り保存会       11:42～ 

先鹿：徳山 義樹、二番鹿：兵頭 崇志、雌鹿：毛利 信夫、四番鹿：上甲 誠一郎 

後鹿：薬師寺 直樹、警護：井上 泰利・宇都宮 敬幸・渡辺 智幸・橋本 哲志 

 

●休 憩 （12:03～12:18） 

 

 



６ 大   正   琴・・・琴伝流大正琴 琴翔会        12:18～ 

『ブルーライト・ヨコハマ』『帰ってこいよ』 

 ソプラノ：上杉 慶子・大塚 民子・梶田 十三子・山川 チヨカ・山西 琴嘉 

 ア ル ト：坂本 冨美子・白敷 美恵子・竹中 弘美・丹波 絹子・別所 ワカミ 

 テナー：三好 稔子 

ベース：土居 薫 

指導者：山西 琴嘉 

 

７ 和   太   鼓・・・おイネ太鼓            12:33～ 

『U.S.A』『かがり火太鼓』『KAIMEI』 

 井原 優子・小田桐 朋佳・北川 絵未伽・此平 千洋・坂本 美保・堀川 佳世 

 松多 尚子・三好 恵美・矢野 千恵 

 

８ 三 味 線・・・三味線・四国藤本会 宇和教室    12:53～ 

『秋田たんと節』『八木節』『奴さん』『黒田節』『三味線囃』 

  秀公節社中 大下 里佳 他 

 

９ 歌   謡   曲・・・宇和歌謡愛好会          13:09～ 

 ①『お岩木山』 唄：山本 幸太郎  ②『肱川あらし』 唄：二宮 妙子 

 ③『哀愁の酒』 唄：三好 順子   ④『水に咲く花支笏湖へ』 唄:佐藤 三和子 

 ⑤『流氷の宿』 唄：堀田 英美子  ⑥『千年の恋歌』 唄:上甲 良子 

 

10 日 本 舞 踊・・・花柳恒衛日本舞踊研究所      13:29～ 

 『みぞれ酒』 宇都宮 幸子 

 

11 合       唱・・・ジェントル・ゲザンク       13:35～ 

 『埴生の宿』 作詞者：里見 義、作曲者：H・R・ビショップ 

 『青春時代』 作詞者：阿久 悠、作曲者：森田 公一 

 指揮者・ピアノ伴奏：宮本 欣子 

 テナー1：宇都宮 清・浅野 一郎・夏秋 従治・澤田 芳行 

 テナー2：宇都宮 繁明・近藤 直敏・大西 道勝・松浦 正喜 

 バリトン：菊地 基和・藤原 章司・小玉 啓介・池田 深志 

 バス：岩村 正雄・岡崎 勲・宇都宮 弘吉・髙橋 治 

 



12 フ ラ ダ ン ス・・・レイ・アロハ・マイレ       13:52～ 

『アウト・オン・ザ・ビーチ・アット・ワイキキ 』『故郷（ふるさと）』 

 家藤 八重子・戒田 久美・河野 マツ子・佐藤 歌・坂本 冨美子・酒井 直美 

西田 恵理・浜木 君代・水口 和美・三好 加奈子・島田 まゆみ 

 

13 合       唱・・・コスモス・コーラス        14:07～ 

『かごにのって』『一日に何度も』 

 指揮：藤原 英子 ピアノ：大氣 純子 

 歌唱：宇都宮 昭子・平井 隆子・広野 里美・山下 みゆき・土居 留美子・山中 容子 

    大氣 洋子・高月 昭美・秋田 チサカ・国和 操・松本 コユキ・岡崎 愛 

    塩見 代志子・片岡 一記・河野 輝興・近藤 直敏・藤原 章司・岡崎 勲 

松浦 正喜 

14 ダ ン ス・・・DANCE☆SPICY☆          14:17～ 

『NO』『Familiar』『LIKEY』『キミに 100 パーセント』『Pon De Replay』『WakaWaka』 

  赤松 美穂・石崎 美穂・和泉 宮子・岡山 舞妙・菊池 伃甫子・楠葉 美穂 

  酒井 紀美子・笹井 由佳・高木 志穂・増本 泰子・守口 慶子・家元 未彩 

  家元 凛央・井上 紗彩・鎌田 寧々・竹内 桐子・廣瀬 温・廣瀬 怜愛 

  藤原 好花・藤原 彩映・宮本 彩愛・山口 望・柚山 美緒・柚山 麗奈 

 

15 民 謡・・・民謡同好会 れんげ         14:40～ 

①『秋田おばこ（秋田県民謡）』 唄：三好 稔子 

②『五木の子守唄（熊本県民謡）』 唄：田中 典子 

③『謙良節（青森県民謡）』 唄：広瀬 恵子 

三味線：新納 フミエ・田中 典子・広瀬 恵子、尺八：河野 柳義、囃子：広瀬 恵子 

 

16 オ カ リ ナ 演 奏・・・ラブリー・ハーモニー       14:55～ 

『小さな旅』『地上の星』『あの素晴らしい愛をもう 1 度』『ふるさと』 

水口 房子・亀岡 恒美・小林 八千代・土居 静・林 ふさこ・矢野 佐保子・岩本きよみ 

宇都宮 弘子・垣内 寧子・片岡 須美子・上甲 正美・土山 かよみ・古窪 シゲ子 

 

17 日 本 舞 踊・・・藤間むらさき会          15:15～ 

①『菊の宴』 竹中 良子 ②『男の花道』 藤間 玲峰 

●閉 会（15:30） 


