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会長 大西晴一二

　平成27年10月11日あわぎんホールにおいて徳島県民文化祭
開催委員会のご助成を賜り、また公益財団法人徳島県文化振興 
財団より広報のご助力を頂き、さらに関係諸団体、関係各位のご
支援、ご助力を得まして、邦楽大会を盛大に開催出来ましたこと
厚く お礼を申し上げます。
  当協会は、県下の中核団体として徳島県で２度の国民文化祭、
また文化庁委託の「日本の伝統音楽の教材開発」を契機として、
日本の伝統芸能の普及と促進のため、次代を担う子どもの育成、 
教員を対象とした講習会への講師派遣、学校教育の体験学習 と
鑑賞等、会員一丸となって努力しております。 　
　今大会は、昨年の邦楽大会で皆様のご感想、ご意見を拝聴し、
企画、運営に誠心誠意努めて参りました。来場者も664名と倍増
し、ロスタイムも減少し、流派やジャンルを超えた合同演奏はもと
より、部門別演奏もそれぞれの特色と洗練された技量が十二分に 
発揮され、好評を得る事が出来ました。
　さらに、こども達の協力出演も多く、協会の最大の目標である
次代を担う子ども達の育成に明るい兆しも見え、皆様の心温まる
拍手を頂き、盛会裏に終了することが出来ました。 
　今後、2020年の東京オリンピック・パラリンピックの開催に伴う
「スポーツ・文化・ワールド・フォーラム」開催など、更に進展する
グローバル化を見据えながら、流派やジャンルを超えた伝統芸能
の普及と技術の向上に努め「文化立県とくしま」の一助となるよう 三曲　美乃里会 副会長　井内久美子
精進する所存でございます。 そして、協会員一丸となって 、次世
代の後継者育成に取り組んで 参りたいと存じます。 　 　平成27年11月15日　鹿児島県姶良市民文化会館加音ホール
　何卒、皆様のご支援とご鞭撻の程よろしくお願い申しあげます。 で開催された国民文化祭　邦楽の祭典に、尺八美風会の方々と
 共に、１３名で箏曲「五段砧」を演奏してまいりました。

　11月14日朝７：００高速バスで大阪へ、大阪伊丹空港から航空
機で鹿児島へ。前夜の風雨に心配しましたが、無事１２：００鹿児
島空港に到着、鹿児島名物の昼食後、島津家別邸　仙厳園など
を観光しました。国文祭ということで、空港をはじめ　いろいろな
場所が歓迎ムード一色でした。
　翌朝は10時過ぎに会場へ。ホールでは午前中も第三部があっ
たのですが、控え室等はゆったりしていて、スムーズに準備が進
みました。我々には、控え室とは別のリハーサル室で50分間の
リハーサルが予定されていて、私達は箏を借りていたため、非常
にありがたかったです。出演は、事前に当日中に帰りたい旨早い
出番を希望していましたので、3番目と早くしていただき、昼食、
着替えの後、しばらく鑑賞することが出来ました。会場は客席817
の大ホールで、音響がよく演奏しやすかったのですが、全14番の
うち県外からは１１組、特別出演もなく、少し淋しい気がしました。
しかし会場の雰囲気は暖かく、ロビーにはお茶席やお土産売り場
があったり、また出演者もそれぞれにすばらしい演奏でした。
　何度か国文祭に出演させていただきましたが、いつも楽しく、且
つ行ったこともない場所に連れて行っていただけるので嬉しいか
ぎりです。

第１7回

徳島県民文化祭 分野別フェスティバル

第47回 邦楽大会

ＭＩＹＡＢＩ Ｎｏ．6

第３０回 国民文化祭・かごしま２０１５

邦楽の祭典
～和で奏でる古から未来へ～

１



　遠藤綾子先生におかれましては、
現代箏曲界の第一人者沢井忠夫、
一恵両氏に師事、演奏及び作曲活
動を通して、優れた作品を発表され
るほか、1999年に「子どものための
お箏教室」を開講、主宰され、いち
早く次世代の継承者育成に努めら
れ、お嬢様の咲季子（さきこ）様
はじめ、多くの全国的に評価される
演奏者を育成されています。
　2010年「邦楽を愛する子ども育成会」では、事務局長を経
て現在代表を務め、県内市町村に和楽器（箏、三味線、尺
八）とともに和文化（華、茶道や日本の遊び等）が体験できる
場を設け、子ども達が日本文化に気軽に親しめる機会を提供
されています。
　また、学校教育における日本伝統音楽の重要性が見直さ
れる中、文化庁委託による伝統音楽普及促進事業に取り組
まれました。これは広く将来邦楽愛好家を育成する土壌を求
め3年間にわたり教員と実演家が協働して効果的な指導教
材の研究開発するもので、その根源は鳴門教育大学大学院
で音楽教育の理論を学ばれた成果が大きく花開き、協力校
で実践検証された指導教材「教員と実演家との協働による
日本伝統音楽の教材開発」を編纂され、今や全国的に貴重
な実践教材であると注目されています。
　また、自らの演奏活動では、伝統的な古典技術を損なう
ことなく伝統の枠にとらわれず、新しい邦楽の可能性にも挑
戦され、リコーダーやマリンバなどの他楽器との協奏、ミュ
ージカルや朗読、人形浄瑠璃などの様々なジャンルとのコ
ラボレーションなど、邦楽の新天地を切り開かれ、新しい
魅力を発信されています。
　この様な数々の輝かしい功績とこれからの文化の振興に

 会長 大西晴一二 期待され、この度徳島県より「阿波文化創造賞」、公益財団
法人徳島県文化振興財団より「とくしま芸術文化奨励賞」

　この度、邦楽協会から同じくして浅香寿穂先生と遠藤綾子 の栄えあるダブル受賞となられました。
先生のお二方が輝かしいご功績により、ご受賞の栄を得まし 　心よりお祝いを申し上げます。
た事は、邦楽協会といたしましてこの上ない喜びで一杯です。 　おわりに、両先生には、今回の栄えあるご受賞を契機とし、
　協会員一同心からお祝いを申し上げます。 益々のご活躍をご期待申し上げお祝いの言葉と致します。
　ここで、お二方の先生の輝けるご功績の一端をご紹介させ
て頂きます。 平成27年12月13日　記念祝賀会より

　浅香寿穂先生に於かれましては、
1966年に徳島県立高等学校教員
となり高等学校演劇の振興に多大
な功績を残されました。
　徳島県教育委員会文化課、徳島
県文化協会理事を歴任され、各文
化団体との連携を通して文化の向
上と発展、さらに徳島県邦楽協会々
長を歴任、協会の組織改革と活性
化に取り組まれ日本の伝統芸能の
発展に寄与されました。
　先の「第22回国民文化祭とくしま２００７」では、実行委員
会企画委員長として、あわ文化の四大テーマである新作人形
浄瑠璃の総合監修を担当され、あわ文化を全国に大きく発信
されました。
　以来、半世紀に渡り、県内の舞台芸術分野で脚本、演出、
出演をこなすなど幅広くご活躍、また徳島県文化振興公社
芸術監督を努められ多大な功績を残されている所です。
　現在は、演劇塾を結成され、後進の育成に取り組まれてお
られます。これら数々の輝かしいご功績により、この度、文化
庁より地域文化功労者表彰の栄を得ました。
　心よりお祝いを申し上げます。

浅香寿穂先生 文化庁 「地域文化功労者表彰」

遠藤綾子先生 徳島県 「阿波文化創造賞」

（公財）徳島県文化振興財団

「とくしま芸術文化奨励賞」

ご受賞のお祝い
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出し和楽器への魅力を高め、日本音楽の扉を開ける意義の
ある演奏会でした。
　二日目は、小野木豊昭氏の企画、構成による和楽器の

邦楽協会　会長　　大西晴一二 体験学習と邦楽ライブが行われました。
　和楽器の体験学習は、箏（伊藤江里菜氏と邦楽協会々

　公益財団法人徳島県文化振興財団が、「邦楽と洋楽の 員）、三味線（杵屋浅吉氏と邦楽協会々員）、琵琶（邦楽協
止揚」、「純邦楽再興・再考・最高」、「現代を活きる邦楽」 会々員）、浄瑠璃三味線（邦楽協会々員）、尺八（辻本好美
をテーマに邦楽ルネッサンスを制作し、三回に分けて演奏 氏と邦楽協会々員）、胡弓（木場大輔氏）、篳篥（田中康真
会を実施されました。 氏）の演奏指導のほか、塩ビ管工作＜尺八＞（邦楽協会々
　第一章の「邦楽の止揚」（平成27年12月6日）は、徳島 員）、知って得をする「知っトク」（邦楽ジャーナル編集長田中
出身の作曲家三木稔氏の作品「三つの阿波のわらべ歌」 隆文氏）の特別授業などが行われ、各コーナーでは、大人と
「箏双重（ことふたえ）」、「しおさい」、「結Ⅲ」と委嘱作品 子どもが和楽器に自由に触れ、その「音」を味わい、親しみ、
「ソプラノと三味線のための（四季の眺）」、「‘‘WINDS‘‘ 楽しみ、和やかな雰囲気で盛会でした。
Homage to Minoru Miki 」を、これからの邦楽界を牽引 　この体験学習には、多くの邦楽協会々員が指導に携わり、
していく日本を代表する作曲家榊原徹氏と箏、三味線、 多くの皆様に日本の伝統楽器の良さをご理解頂けた素晴ら
尺八、ヴァイオリン、ソプラノ、ヴィオラ、チエロ、ハープ、 しいイベントであったと思いました。
アコーディオン、EWI、パーカッションの幅広い演奏家た 　フィナーレの邦楽ライブでは、五二三～koibumi、KODA-
ちの新たな挑戦が盛り込まれた素晴らしい演奏でした。 CHI～木立、Sootheの若手グループが、邦楽のオリジナリ
中でも、ソプラノと三味線のための「四季の眺」は邦楽と ティを模索しているアーチストの躍動感あふれる熱演で、
洋楽が十二分に生かされた刺激的な作品でした。又徳島 二日間にわたる和楽器と洋楽器との融合を目指した邦楽
出身の作曲家住友紀人氏の作品‘‘WINDS‘‘ Homage 演奏会が終わりました。
to Minoru Miki は、日頃私達が目にしない楽器による
演奏で、新鮮味があり目を見張るものでした。
このシリーズでは、邦楽と洋楽の垣根を超えた音楽空間が
広がり、公演の魅力を一層高めた演奏会を堪能しました。
　第二章の「純邦楽再興・再考・最高」（平成28年1月24日）
は、阿波文化の四大テーマの徳島を代表する人形浄瑠璃
を平成24年度初演の「音楽人形劇 新訳 姥捨山」が義太夫、
太棹三味線にのせた「邦楽版 新訳 姥捨山」としてよみがえ
った邦楽版となり、脚本、構成、演出も新たな可能性を秘め
た作品として、浄瑠璃 竹本友和嘉氏、三味線 鶴澤友勇氏、
胡弓 木場大輔氏、囃子 福原百之助氏、笛 福原百貴氏が
演奏し、とある山里の生活苦を語り、様々な情景の中からそ
の厳しさが頂点に達し、姥捨山へと向かう、その非情な情景
が見えてくる・・・「邦楽版 新訳 姥捨山」として、集大成され
た演奏会でした。
　第三章の「 現代を生きる邦楽 」｛平成28年3月5日（土）、
6日（日）｝が2日間に渡って行われました。
　初日は、西洋音楽の達人青島広志氏がナビゲータとなり、
日本の和楽器と西洋楽器とのコラボレーションから日本の楽
器の魅力を発信する内容で次の演奏がありました。
　六段の調と乙女の祈りを、伊藤江里菜氏（箏）と青島広志
（ピアノ）で、越中おわら節とチャールダーシュを、木場大輔
氏（胡弓）と 高畠　浩氏（ヴァイオリン）で、鹿の遠音と「アル
ルの女」よりメヌエットを、辻本好美氏（尺八）と中山広樹氏
（フルート）で、平調越天楽＜雅楽曲＞と「白鳥の湖」より
情景を、田中康真氏（篳篥）と藪恵美子氏（オーボエ）で、
勧進帳と「禁じられた遊び」よりロマンスを、杵屋浅吉氏（長
唄三味線）と角圭司（ギター）で弾き比べ、最後に、春の海
＜宮城道雄作曲　青島広志編曲＞を、青島広志氏の指揮 
で、＜邦楽器＞　伊藤江里菜、木場大輔、田中康真、杵屋
浅吉の各氏と＜洋楽器＞青島広志、高畠　浩、中山広樹、
藪恵美子、角圭司各氏総出演の演奏で締め括られました。
　この演奏会は、青島広志氏が、大人も子供も興味と関心の
湧くユーモアを交えた非常に面白いトークで、和楽器と洋楽
器の比較演奏、その中から、洋楽器が和楽器の良さを引き

和、洋、融合の邦楽演奏会

「 徳島邦楽 ルネッサンス 」
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に支部演奏会を開催、県邦楽協会演奏会をはじめ

◯ 謡曲部門 流派演奏会、その他催し物などに出演しています。

◇ 喜多流喜陽会（きたりゅうきようかい） ◇ 春松会（しゅんしょうかい）

代表： 吉田文明（喜多流教授）　師範代　中野広二 代表： 松永和三舞郎
事務局　萩野拓郎 会員： ４０人

流派： 喜多流喜陽会は、阿波藩の式楽喜多流の流れを 活動： 徳島・鴨島教室を中心に活動。
汲み、現在は喜多流職分粟谷能夫師の指導を受 新年会、ゆかた会を開催し、邦楽大会に出演。
け毎年稽古会を行っている。鳴物は小鼓が幸流、 ◇ 徳島佐苗会（とくしまさなえかい）

大鼓が葛野流、太鼓が金春流、笛が森田流。 代表： 会長　神原常経
会員： 20名、　準会員（子供）6名 流派： 長唄　佐門会所属
活動： お稽古は、素謡、素謡と仕舞、素謡と仕舞と鳴物 会員： 社中35名

のグループで、それぞれ曜日を分けて毎週一回 杵屋佐田篠（篠懸会）、杵屋佐伴苗（玄の会）
行っている。演奏会は5月（春季会）、11月（秋季 杵屋佐栄篠（旦会）、杵屋佐世篠（郁の会）
会）に謡曲・仕舞・舞囃子会を実施し、邦楽大会、 日本橋のあ栄（東会/俗曲・端唄）
徳島市芸能祭に参加している。 活動： 県内で長唄、三味線、端唄指導を行い、四国大学、

◇ 嘉風会（かふうかい） 徳島市中央公民館、阿波おどり会館、徳島新聞
代表： 橋本ハル子（観世流能楽師師範） カルチャーセンター、徳島シビックセンター、NHK
流派： 観世流能楽、謡、仕舞の指導と普及び活動 文化センター、カルチャーセンター徳島など、多数
会員： 25名 の教室で講師を務める。学校での三味線体験事業
活動： 自宅で個人指導。中央公民館の成人大学講座 や自主事業である「こども邦楽（三味線）」、「こども

「謡・仕舞をたのしもう」、八万コミセンの「八万能楽 三味線教室」を実施し、次世代を担う子供達への伝
子ども教室」で指導。平成19年から毎年、井上同 承に努めている。また郷土芸能など地域文化遺産
門定期能楽の会、「松交会」（京都）、大阪井上同 活性化のため、「邦楽の夕べ〜屋形船演奏」や
門能楽の会等に出演。嘉風会主催の発表会の他 「三味線流し」等を実施し、風情ある三味線の音色
他流との合同発表会、県民文化祭、徳島市コミセ を届けている。年２回のお浚い会では、日頃のお稽
ン祭、中央公民館祭、こども邦楽演奏会他に出演。 古の成果を発表し、毎年開催する企画演奏会「青の
平成21年3月文化の森県立近代美術館主催、同 会」では、身近で親しみのある「テーマ」で選曲、
8月二十一世紀館主催の「能へのおさそい」で分り 構成に趣向を凝らし、楽しく分かり易い内容の演奏会
易い能を企画演出。平成21年10月から八万南、 に努めている。
鳴教大附属、北島北、津田の各小学校、鳴教大 ◇ 長唄佳趣会（ながうたかしゅうかい）

附属特別支援学校など県下で毎年数校ずつ、又 代表： 東音三木千佳子
県事業で平成23年7月から半田小学校、校、八万 活動： 県邦楽協会演奏会を始め、祝賀会、催し物等への
南幼稚園、みのり保育園他で、京都より吉浪壽晃 出演、また学校などでの指導、演奏も行っています。
師、浦部幸裕師、寺澤幸祐師他を招き、能楽の体 ５年に一度東京で行われる親師匠の演奏会にも
体験学習を行っている。 出演しています。
　能は、難しく堅苦しいと誤解され敬遠されがちだ ◇ 長唄稀綾會（ながうたきりょうかい）

が、日本の芸能の原点であり、能を楽しむＤＮＡが 代表： 会長　稀音家治乃
日本人にはあるので、多くの方々に能に感動し、 流派： 稀音家流、11世杵屋六左衛門が稀音家照海と
楽しんで頂けるよう、謡、仕舞の指導だけでなく、 名乗ったのに始まる。大正15年（1926年）　3世
一流の能楽師と共に能の伝承と発展を願い、地域 杵屋六四郎が稀音家と改姓、以後一門の名となる。
社会に貢献できるよう努力している。 活動： 稀綾會（徳島）春幸会（高知）を主宰し、県邦楽協会

の演奏会の他、学校などにて演奏及び指導を行って

◯ 長唄部門 います。また子どもを対象にした三味線教室も行って
◇ 稀聲会（きせいかい） おります。

代表： 稀音家四郎五郎 ◇ 長唄古都和会（ながうたことわかい）

流派： 稀音家 代表： 松永和幸節
会員： 35名 流派： 日本長唄協会　松永流
活動： 週二回個人指導。唄・三味線両方指導。週１回カ 会員：  約３５名　　

ルチャー教室指導。新年会、浴衣会、カルチャー 松永和幸恵（恵会）
発表会等、全員参加で演奏会をしています。また 活動： 稽古は毎週１回（合同練習は別）。
名取り同門会等に参加しています。 県邦楽協会の邦楽大会出演。古都和会初弾き会、

◇ 杵家会徳島支部（きねいえかいとくしましぶ） ゆかた会開催。長唄同門会、関西大会に出演。
代表： 支部長　杵家弥津穂 三曲協会主催の三曲演奏会、ゆかた会に出演。
流派： 四世杵家弥七により、大正１１年に「文化譜」が完 都山流、琴古流、竹保流尺八演奏会に賛助出演。

成されました。この譜は、わかりやすく、便利なの 体験学習、幼稚園・小学校・中学校・高等学校（
で、最も広く普及しています。 現在までに約50校）、慰問、保健老健養護施設

会員： 現在65名で第一、第二、第三支所があります。 訪問（現在までに約30施設）、地元・郷土芸能獅子
活動： 稽古は各支部所属の師範が指導をしています。 舞の三味線方を努め、三味線普及のために尽力、

年に数回、家元による講習会と教室を開き、支部毎 会員相互の親睦と邦楽を学び、上達を喜びながら
にお弾き初め、浴衣会を行っています。また定期的 継承にも努めています。
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◯ 三曲部門
◇ 琴古流尺八美風会徳島支部(きんこりゅうしゃくはちびふう 活動：主な活動状況は、吹き初め会、夏季合宿、年１回の

かいとくしましぶ) 定期演会、徳島県邦楽協会、徳島県尺八協会、徳島
代表：支部長　大西晴一二    副支部長　宮武晴園　　 県三曲協会演奏会、京都明暗寺尺八本曲全国献奏

副支部長　櫻井晴眉（師範の会） 大会へ積極的に参加し、研鑽を積んでおります。
副支部長　竹内倫風（古典に親しむ会） 地域への貢献として病院施設への慰問、小学校の

流派：琴古流 尺八クラブへの指導等ボランティア活動も行っており
会員：約50名 ます。又、徳島新聞カルチャースクール、徳島市中央
活動：琴古流尺八古典本曲、琴古流尺八本曲、古典、 公民館尺八講座に講師を派遣し邦楽の発展に寄与

新曲等幅広い演奏活動と小中学校（音楽鑑賞、 しております。
体験学習）、病院、施設、イベント等ボランティア ◇ 当道音楽会徳島中支部（とうどうおんがくかいとくしまなかしぶ）

活動を通じて日本の伝統音楽の普及と促進に努 代表：菊村弘子　（代行　島本菊保）
めています。年間行事として、吹き初め会、邦楽 流派：公益社団法人　当道音楽会
大会、徳島市芸能祭、三曲定期演奏会・ゆかた 会員：菊華茂美　菊弘敏子ほか６名
会、支部研究会、野外活動、支部本曲研究会、 活動：本部演奏会、邦楽大会、三曲協会演奏会、ゆかた会
四国ブロック夏季錬成会、支部演奏会、本部演 等に出演し、尺八の演奏会に賛助出演しています。
奏会、本部本曲研修会、絃方演奏会賛助出演、 また小学校で箏の生の音を聞いてもらおうと演奏活動
学校、病院、施設、イベント等へのボランティア を行っています。毎週、日曜日に渭北福祉館で尺八
活動、定例研究会を毎月第一、第三金曜日に も合せ十数名で練習し、年に数回は、本部より先生
八万コミュニティセンター（法花）で行っています。 をお招きして講習会も行っています。

◇ 正絃社（せいげんしゃ） ◇ 箏曲朱音会（そうきょく　あかねかい）

代表：室　志津代 代表：猪井恵朱
流派：生田流箏曲正絃社は、初代家元野村正峰、二代 流派：（一般財）日本当道音楽会所属（本部　大阪）

家元野村祐子の作品を中心に指導演奏活動を行 会員：20名
っている。 活動：2008年から「あせび子ども邦楽教室」講師で、会員

会員：約20名 20名。2010年から「邦楽を愛好する子ども育成会」
活動：邦楽大会、三曲演奏会、尺八演奏会等に出演。 会長。2011年から阿波の秘曲「紅葉合」の伝承者。

毎年1月お弾き初め会（初春のしらべ）開催。正絃 2017年から阿波筝曲の文化遺産保存のため「阿波
社春の公演（名古屋）、関西作曲家協会演奏会 秘曲保存会」を発足し、徳島城博物館と協賛で毎年
（大阪）、正絃社幹部会夏季合宿、講習会等に 秋に演奏会を催す予定。
参加。 ◇ 美乃里会（みのりかい）

◇ 箏曲あきら会（そうきょくあきらかい） 代表：井内久美子
代表：林　晶子（雅楽晶） 流派：生田流箏・三絃
流派：生田流正派音楽会、大師範藤本雅登伎先生に 会員：約40名

師事。平成４年から箏曲あきら会を創設　 活動：主に古典を学ぶ会で、徳島県三曲協会、徳島県邦楽
会員：1名 協会に所属し、その演奏会や尺八の演奏会、自会の
活動：古典曲、現代曲、ポピュラーソングなどに取り組 演奏会等で古典曲を演奏し、勉強しています。

んでいます。演奏技術向上のほか、邦楽の歴史 ◇ 都山流徳島県支部（とざんりゅうとくしまけんしぶ）

等も学ぶよう努めています。 代表：支部長　山上明山　　　南の会　村上聖山　
◇ 沢井箏曲院（さわいそうきょくいん） 西の会　地紙湫山　　　北の会　松田太山

代表：遠藤綾子 流派：都山流尺八楽会（公益財団法人）徳島県支部
会員：20名 会員：75名（中学生から高齢者まで、女性も数名）
活動：様々なジャンルとコラボレートし、箏の可能性を発 活動：毎年の定期演奏会は、今年で68回を数えます。

信、作曲、編曲活動に取り組み、「邦楽を愛好す 徳島県邦楽協会、徳島県三曲協会演奏会などへの
る子ども育成会」で後継者育成にも努めています。 出演のほか、講習会、コンクール、学校訪問等幅広く

◇ 竹保流尺八徳島県支部 活動しています。
（ちくほりゅうしゃくはちとくしまけんしぶ） ◇ 箏曲古都和会（そうきょくことわかい）

代表：支部長　　　浜井弘保 代表：吉崎夕華
支部長代行 兼松劉保 流派：財団法人　日本当道音楽会所属
副支部長　　清水露保・畑　笙保 会員：26名
幹事長　　   近藤鈴保 活動：那賀川中学校講師、富岡東高等学校羽ノ浦校講師、
事務局長　  中田笏保 邦楽協会主催の邦楽大会、三曲協会主催の三曲演

会員：２０名 奏会、ゆかた会に出演。都山流、琴古流、竹保流の
流派：竹保流尺八徳島県支部は、老若男女を問わず楽 尺八演奏会に賛助出演。体験学習で、幼稚園、小学

しめる尺八を目指すとともに、県内邦楽の普及発展 校、中学校、高校約50校で演奏。保健老健養護施
と地域文化の向上を目差し、昭和49年12月に発足 設、約30施設の慰問演奏。会員と邦楽を学びつつ、
しました。 継承者の育成に努めています。
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◇ 箏道音楽院内田社中（そうどうおんがくいんうちだしゃちゅう） ○吟詠部門
代表：内田道子 「徳島県吟詠連盟」及び「徳島県詩吟剣詩舞道連盟」の
流派：箏道音楽院 加入者で、以下の流会派が邦楽協会に加入しています。
会員：30名 ◇ 青雲流日本吟詠会（せいうんりゅうにほんぎんえいかい）

活動：先人達が作曲した、特に宮城道雄が思いを込めた数 代表：佐野明龍
多くの作品を、自分達なりに感じ、楽しみながら練習 会派：徳島県吟詠連盟　常任理事
に励み、その頑張りの結果を舞台で発表しています。 会員：100名
日本人として生まれたことを誇りにし、伝統音楽の中 ◇ 揚心流日本朗詠会（ようしんりゅうにほんろうえいかい）

で心身共に成長し続ける。それを社中の目標として 代表：八木瑞堂　
精進しています。今年５月より師砂崎知子が宮城会 会派：徳島県吟剣詩舞道総連盟　常任理事
から独立し箏道音楽院を立ち上げました。内田社中も 会員：450名
共に活動し頑張っていきたいと思います。 ◇ （公社）関西吟詩文化協会明穂会（かんさいぎんしぶんか

きょうかいめいすいかい）

◯ 浄瑠璃部門 代表：山下明穂
◇ 友輔会（ともすけかい） 会派：徳島県吟詠連盟　理事長

代表：鶴澤友輔 会員：100名
活動：素義の全国大会や県内各地の農村舞台、 ◇ 岳芯流吟詠会（がくしんりゅうぎんえいかい）

十郎兵衞屋敷等に出演しています。 代表：長田岳心
会派：徳島県吟詠連盟　副理事長

◯ 琵琶部門 会員：125名
◇ 筑前琵琶旭城会（ちくぜんびわきょくじょうかい） ◇ 浄心流龍峰会（じょうしんりゅうりゅうほうかい）

代表：工藤旭城 代表：亀谷龍藍
流派：筑前琵琶 会派：徳島県詩吟剣詩舞道連盟　理事長
会員：５名 会員：100名
活動：邦楽大会、徳島市芸能祭その他に出演しています。 ◇ 和光流東山吟詠会（わこうりゅうとうざんぎんえいかい）

◇ 薩摩琵琶錦心流旭水会 代表：泉　耕光
　　（さつまびわきんしんりゅうきょくすいかい） 会派：徳島県吟詠連盟　常任理事

代表：浜　旭水 会員：100名
流派：錦心流琵琶一水会 ◇ 貫心流吟道吉野川愛好会（かんしんりゅうぎんどう

会員：12人 よしのがわあいこうかい）

活動：お稽古は週１回 代表：桃井鴻春
邦楽を楽しむつどい、ケアハウスいちご苑、祖谷源内 会派：徳島県詩吟剣詩舞道連盟　常任理事
の里ふるさとまつりなどに出演しています。 会員：150名

◇ 錦心流琵琶全国一水会徳島支部 ◇ （公社）関西吟詩文化協会景昶会（かんさいぎんしぶんか

　　（きんしんりゅうびわぜんこくいっすいかいとくしましぶ） きょうかいけいしょうかい）

代表：芝原正水 代表：藤本景孟
流派：錦心流琵琶全国一水会所属 会派：徳島県吟詠連盟　常任理事

初代徳島支部長の故内田欽水師の教えをもとに、 会員：200名
お稽古を続けています。 ◇ 吟道瑞祥流（ぎんどうずいしょうりゅう）

会員：若干名 代表：二代原田瑞祥
活動：薩摩琵琶の弾き語りをし、幽玄にして勇壮な音色と 会派：徳島県詩吟剣詩舞道連盟　運営委員

余韻を楽しみ、琵琶の魅力を伝えていきたいと活動 会員：100名
しています。徳島県邦楽協会演奏会のほか、大阪支 ◇ 欽水流吟詠会（きんすいりゅうぎんえいかい）

部演奏会、錦心祭全国大会などに出演しています。 代表：安田水鈴
会派：徳島県吟詠連盟　常任理事

◯ 民謡部門 会員：125名
◇ 阿波ぞめき　渦の会（あわぞめき　うずのかい） ◇ 瑞鳳流日本吟詠会（ずいほうりゅうにほんぎんえいかい）

代表：福島俊治 代表：藤村瑞宝
流派：福島流 会派：徳島県詩吟剣詩舞道連盟　運営委員
会員：160名 会員：50名
活動：公演、おさらい会を隔年実施。邦楽大会、徳島市 ◇ 吟詠鶯風流（ぎんえいおうふうりゅう）

芸能祭ほか多数出演しています。 代表：中野吟鶯
春、夏、秋には富田町富街通りで三味線流しを実施。 会派：徳島県吟詠連盟　常任理事
東日本大震災チャリティーコンサートを県下で行い、 会員：100名
義援金を日本赤十字社徳島県支部に寄付しました。 ◇ 渭山流吟剣詩舞道至道会(いざんりゅうぎんけんしぶどうしどうかい）

はなはるフェスタに参加し、阿波おどりは4日間参加 代表：吉田稲山
し、路上ライブも行っています。 会派：徳島県詩吟剣詩舞道連盟　運営委員
月2～3回介護施設などへボランティアで出演して 会員：200名
います。
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都山流徳島県支部
◯ 徳島県芸術教育実技講座派遣事業 三曲　「掛合」

　徳島県総合教育センターの実技講座に会員を派遣。 竹保流尺八徳島県支部
　平成27年7月21日  三曲部門　沢井筝曲院（箏）　 三曲　「一二三調」
　平成27年7月22日　長唄部門　佳趣会（三味線）　 三曲　「紫之曲」
　平成27年7月28日　三曲部門　琴古流尺八美風会徳島支部 宮城会四国支部内田社中

（尺八） 　 三曲　「三段の調べ」

◯ 第４７回邦楽大会 佳趣会
　[第17回県民文化祭 分野別フェスティバル] 長唄　「さくらさくら」
平成27年10月11日（日） 11時～　あわぎんホール 稀綾會

◇ 主催： 徳島県邦楽協会、  徳島県民文化祭開催委員会 長唄　「童謡・合方集」
後援： 徳島県教育委員会、（公）徳島県文化振興財団、 ◇ 入場者数　６６４名

徳島新聞社、四国放送、ＮＨＫ徳島放送局、
ケーブルテレビ徳島 ◯ 第４４回徳島市芸能祭

◇ 出演団体・演目　 平成28年2月7日（日）12：30～あわぎんホール
＊ 一般の部（出演順） ◇ 主催： 徳島市文化協会

長唄　稀聲会、春松会　　　囃子　鼓月会 ◇ 出演団体　（プログラム第二部　出演順）
長唄　「勧進帳」 喜多流喜陽会

嘉風会（観世流） 仕舞　「船弁慶」　「鵜之段」
連吟　「田村」、　仕舞　「羽衣」 阿波ぞめき渦の会

瑞鳳流日本吟詠会 民謡　「渦の舞」
吟詠　「坂本竜馬」 当道音楽会徳島中支部　　都山流徳島県支部

当道音楽会徳島中支部　　都山流徳島県支部 三曲　「篝火」
三曲　「篝火」 薩摩琵琶錦心流旭水会

薩摩琵琶錦心流旭水会 琵琶　「雪晴れ」
琵琶　「石童丸」 和光流東山吟詠会

古都和会 吟詠　「大楠公」
長唄　「秋の色種」 杵家会徳島支部

日本当道音楽会所属朱音会　竹保流尺八徳島県支部 長唄　「那須野」
三曲　「萬歳」 岳芯流吟詠会

喜多流喜陽会 吟詠　「零丁洋を過ぐ」　
舞囃子　「敦盛」 箏曲あきら会

貫心流吟道吉野川愛好会 三曲　「六段の調」
吟詠　「農を憫む」、　「洞庭湖に遊ぶ」 ◯ 共催事業

徳島佐苗会 ◇ 徳島邦楽ルネッサンス第三章 現代を活きる邦楽
長唄　「編曲　越後獅子」 平成28年3月5日（土）、6日（日）　あわぎんホール

欽水流吟詠会 ◯ 後援事業
吟詠　「本能寺」 ◇ 第100回徳島県吟詠コンクール大会

箏曲あきら会 平成27年4月19日（日）　石井町中央公民館
三曲　「さくら・２１」 ◇ 第11回徳島県尺八協会演奏会

当道音楽会徳島中支部菊美会　竹保流尺八徳島県支部 平成27年4月29日（祝）　ふれあい健康館
三曲　「金剛石」 ◇ 第86回喜多流春季謡曲・仕舞・舞囃子会

吟詠鶯風流 平成27年5月17日（日）　ヨンデンプラザ徳島
吟詠　「近江八景」 ◇ 第25回記念子ども邦楽演奏会

都山流徳島県支部 平成27年6月13日（土）　あわぎんホール 
三曲　「尺八三部合奏曲　扇」 ◇ 和の学校ー伝統文化を楽しもうー

錦心流琵琶全国一水会徳島支部 平成27年7月1日～　鳴門センター街他 
　 琵琶　「舟弁慶」 ◇ 徳島県三曲協会ゆかた会
沢井箏曲院　　　八綾乃会 平成27年7月19日（日）　ヨンデンプラザ徳島

三曲　「十七絃二面の為の一章」 ◇ 第101回徳島県詩吟剣詩舞道大会
琴古流尺八美風会徳島支部師範の会　　美乃里会 平成27年10月4日（日）　石井町中央公民館

三曲　「楓の花」 ◇ 第32回竹保流尺八徳島県支部演奏会
阿波ぞめき渦の会 平成27年10月25日（日）　シビックセンター　

民謡　「渦の舞」 ◇ 第87回喜多流秋季謡曲・仕舞・舞囃子会　
＊ こども・学生の部（出演順） 平成27年11月15日（日）　ヨンデンプラザ徳島

揚心流日本朗詠会 ◇ 都山流尺八第69回定期演奏会
吟詠　「富士山」、「弘道館に梅花を賞す」 平成27年12月6日（日）　石井町中央公民館

「九月十三夜陣中の作」 ◇ 邦楽ざんまい演奏会
沢井箏曲院 平成28年1月17日（日）　ときわプラザ

三曲　「飛躍」 ◇ 琴古流尺八美風会徳島支部演奏会
三曲　「みだれ」 平成28年2月7日（日）　コスモホール

７



平成28年4月～平成29年3月

年月日 部門 主催団体名 催しの名称 会場

4月3日（日） 三曲 琴古流尺八美風会徳島支部 野外活動 未定

4月3日（日） 吟詠 徳島県吟詠連盟 第47回徳島県吟士権者決定吟詠大会 あわぎんホール４階大会議室

4月10日（日） 吟詠 徳島県吟詠剣詩舞道連盟 第102回徳島県吟詠コンクール大会 石井町中央公民館

4月29日（祝） 三曲 徳島県尺八協会 徳島県尺八協会演奏会 ふれあい健康館

4月29日（祝） 吟詠 (公財）日本吟剣詩舞振興会 平成28年度全国剣詩舞コンクール徳島大会 石井町中央公民館

5月8日（日） 吟詠 (公財）日本吟剣詩舞振興会 平成28年度全国吟詠コンクール徳島大会 あわぎんホール４階大会議室

5月15日（日） 謡曲 喜多流喜陽会 第86回春季謡曲・仕舞・舞囃子会 ヨンデンプラザ３階ホール

5月21日（土） 吟詠 徳島県吟詠連盟 第31回徳島県高年吟士権大会 あわぎんホール４階大会議室

5月22日（日） 三曲 仁義社中（正弦社） 講習会 昭和町あたけ

5月29日（日） 三曲 美乃里会 美乃里会演奏会 ふれあい健康館

6月5日（日） 吟詠 徳島県吟詠連盟 平成28年度四国・愛連出場者決定大会 あわぎんホール４階大会議室

6月12日（日） 吟詠 日本吟詠総連盟 平成28年度全国吟詠コンクール四国大会 石井町中央公民館

7月中旬～8月15日 長唄 徳島佐苗会 屋形船演奏「邦楽の夕べ」 新町川

7月23日（土） 邦楽 邦楽を愛好する子ども育成会 ゆかた会 あわぎんホール４階大会議室

7月24日（日） 三曲 三曲協会 三曲ゆかた会 ヨンデンプラザ３階ホール

7月24日（日） 長唄 徳島佐苗会 長唄浴衣会 あわぎんホール5階小ホール

8月12日（金） 長唄 徳島佐苗会 三味線流し 市内中心部

8月12～15日 民謡 阿波ぞめき渦の会 富街ぞめき三味線路上ライブ 富田町（検番ビル前）

8月21日（日） 三曲 琴古流尺八美風会徳島支部 支部本曲研究会 八万コミセン（法花）

8月28日（日） 三曲 琴古流尺八美風会徳島支部 四国ブロック夏季錬成会 第６番札所安楽寺

9月18日（日） 三曲 琴古流尺八美風会徳島支部 野外活動 未定

10月2日（日） 吟詠 徳島県吟詠剣詩舞道連盟 第103回徳島県吟詠剣詩舞道大会 石井町公民館

10月9日（日） 全 徳島県邦楽協会 第48回邦楽大会 あわぎんホール

10月23日（日） 三曲 竹保流尺八徳島県支部 第33回竹保流徳島県支部演奏会 あわぎんホール４階大会議室

10月25日（火） 長唄 徳島佐苗会 第19回青の会 徳島佐苗会長唄演奏会 あわぎんホール

11月３日（祝） 三曲 国文祭あいち2016 邦楽の祭典 日本特殊陶業市民会館

11月13日（日） 吟詠 徳島県吟詠連盟 第58回徳島県秋季吟剣詩舞大会 あわぎんホール４階大会議室

11月20日（日） 三曲 筝曲朱音会 阿波秘曲紅葉合演奏会 徳島城博物館

11月27日（日） 謡曲 喜多流喜陽会 第87回秋季謡曲・仕舞・舞囃子会 ヨンデンプラザ３階ホール

1月29日（日） 長唄 徳島佐苗会 新年弾初会 あわぎんホール5階小ホール

1月9日（祝） 全 徳島市文化協会 第45回徳島市芸能祭 あわぎんホール

2月12日（日） 三曲 琴古流尺八美風会徳島支部 美風会吹き初め会 昭和町あたけ

3月5日（日） 三曲 三曲協会 第43回三曲協会定期演奏会 教育会館

3月12日（日） 三曲 琴古流尺八美風会徳島支部 美風会徳島支部演奏会 羽ノ浦コスモホール

　顧問 大櫛亜童、杵屋佐篠、浅香寿穂、 参与 長唄稀音家流家元　稀音家六四郎先生 ご逝去

　参与 杵屋佐吉、杵家弥七、稀音家六四郎、 参与 揚心流日本朗詠会　二代目八木瑞堂先生 ご逝去

松永忠五郎、望月太明之、浜井弘保、 参与 青雲流日本吟詠会宗家　荒瀬龍鳳先生 ご逝去

松永和世幸、工藤旭城

　会長 大西晴一二

　副会長 東音三木千佳子、井内久美子

  常任理事 猪井恵朱（三曲）、稀音家治乃（長唄）、 ロゴ（マーク）
　（部門長兼） 吉田文明（謡曲）、亀谷龍藍（吟詠）、 　平成21年、徳島県邦楽協会の団結のシンボルとして、

浜旭水（琵琶） 特に県外での演奏活動（国文祭等）に際して、協会代表

　常任理事 長田岳心、内田道子、山上明山、 の認識と誇りを持ってもらうよう創られました。　

山下明穂、稀音家四郎五郎、遠藤綾子、

清水露保、杵屋佐伴苗 題字
　監事 泉耕光、室志津代 　書家　後藤泰秀（鹿三）氏　（宝生流謡曲家）によるも

　　  事務局 局長 　遠藤綾子　  　次長 　島本菊保 ので、昭和49年創刊号から使用されています。

   萩野拓郎、安田水鈴、松永和三舞郎

平成２８年度予定

役員紹介

表紙について

会員異動
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