
大鼓　　太鼓

小鼓　　 笛

2005(H17) 白田村 金子匡一 宗論 野村又三郎 大島久見一周忌追善公演

4月17日 西行桜 大島政允 せとうち堪能名舞台

龍田 大島衣恵 江崎金治郎 水掛聟 茂山千五郎 10月1日　於 沼名前神社能舞台

9月19日 熊坂 長田　驍 江崎敬三 「鞆のむろの木」 大島政允

梅枝 大島政允 薩摩守 茂山あきら 　　　　　10月 8日「高砂」

11月20日 船弁慶 大島輝久 子狩野祐一 　　　　　11月20日「羽衣」

2006(H18) 湯谷 大島政允 大島衣恵 二人大名 野村又三郎

3月21日 野守 大島輝久

頼政 長田　驍 棒縛 茂山忠三郎

5月7日 采女 大島政允

自然居士 松井　彬 子菅田知世 伯母ヶ酒 茂山千五郎

9月17日 紅葉狩 大島衣恵 大島文恵　大島紀恵 鞆の浦魅了の名舞台

三笑 金子匡一 金子敬一郎　大島輝久 魚説教 茂山あきら 11月12日　於 沼名前神社能舞台

11月19日 景清 大島政允 大島衣恵 福王和幸 「八島」 大島政允　長島 茂

2007(H19) 嵐山 金子匡一 金子敬一郎 大島輝久 塩津圭介 昆布売 井上菊次郎 「本日の能について」三浦裕子

4月15日 海人 大島衣恵 子羽原依里

班女 大島政允 酢薑 茂山千五郎

6月17日 鵜飼 長田　驍

敦盛 松井　彬 長田　郷　松井俊介 江崎金治郎 佐渡狐 野村又三郎

9月30日 殺生石女体 大島政允 江崎敬三 鞆の浦名舞台

通小町 大島政允 大島衣恵 広谷和夫 千鳥 茂山　茂 11月10日　於 沼名前神社能舞台

11月18日 融 大島輝久 江崎敬三 能舞「西王母」 大島衣恵

2008(H20) 歌占 長田　驍 子園田光樹 永留浩史 寝音曲 茂山あきら

3月16日 葵上 大島輝久 大島衣恵 福王知登

桜川 大島衣恵 子羽原弘貴 森本幸冶 清水 茂山正邦 鞆の浦名舞台

4月20日 鵺 松井　彬 江崎敬三 11月8日　於 沼名前神社能舞台

半蔀立花 大島政允 広谷和夫 鳴子遣子 茂山千五郎 能舞「敦盛」 大島衣恵

9月21日 白是界 金子匡一 佐藤寛泰 森本幸冶

(舞囃子)松風見留 友枝昭世 講演「卒都婆小町について」馬場あき子

11月30日 卒都婆小町 大島政允

2009(H21) 東北 大島衣恵 広谷和夫 井杭 野村小三郎 幽玄の世界

4月19日 小鍛冶白頭 大島輝久 福王知登 2月8日　於 リーデンローズ

芦刈 大島政允 大島衣恵 江崎金治郎 寝音曲 茂山あきら 「橋弁慶」　大島政允

6月21日 飛鳥川 松井　彬 長田 郷 松井俊介 子渡辺 葵 江崎敬三

放下僧 長田　驍 松井　彬 江崎敬三 蝸牛 茂山千五郎 北欧公演　5月13～18日

9月20日 三輪 大島衣恵 山本順三 ｢羽衣｣｢天鼓｣ 大島政允 大島衣恵

朝長 大島政允 福王和幸 文荷 茂山七五三 欧州公演　12月2～10日

11月15日 一角仙人 金子匡一 大島衣恵 子金子龍晟 子金子天晟 福王知登 ｢清経｣｢PAGODA」大島政允 大島衣恵

2010(H22) 小袖曽我 佐々木多門 大島輝久 井上真也 塩津圭介 佐藤寛泰 鼻取相撲 野村小三郎

4月18日 小塩 金子匡一

⇐　181～200回 へ 221～240回へ ⇒

220 森本幸冶
白坂信行　　前川光範

吉阪一郎　　杉信太朗

218
亀井広忠　　大川典良

吉阪一郎　　杉信太朗

219
谷口有辞　　小寺真佐人

成田達志　　森田保美

宝生欣也
(亀井広忠/亀井忠雄)

成田達志　　杉　市和

217
辻　芳昭

久田舜一郎　帆足正規

216
河村　大　　前川光範

成田達志　　森田保美

215

213
守家由訓　　梶谷英樹

竹村英雄　　帆足正規

214
辻　芳昭　　前川光範

久田舜一郎　杉信太朗

211
白坂信行　　前川光範

成田達志　　森田保美

212
亀井広忠　　大川典良
(林 光寿/林 大和)　杉信太朗

209 福王和幸
辻　芳昭　　梶谷義男

久田舜一郎　左鴻雅義

210
谷口有辞　　梶谷義男

吉阪一郎　　帆足正規

207
辻　芳昭　　前川光範
(林 大和/林 光寿) 赤井啓三　

208 福王知登
亀井広忠　　大川典良

飯田清一　　杉信太朗

205 植田隆之亮
谷口有辞

成田達志　　帆足正規

206 江崎金治郎
河村　大　　梶谷義男

吉阪一郎　　森田保美

204 植田隆之亮
守家由訓　　前川光範

久田舜一郎　帆足正規

203 福王和幸
亀井広忠　　小寺真佐人

飯田清一　　森田保美

202
守家由訓　　前川光範

成田達志　　帆足正規

囃子方 （ ）

201 植田隆之亮
河村　大　　三島元太郎

竹村英雄　　帆足正規

回 年月日 能曲目 シテ 狂言曲目 狂言シテ 参照シテツレ・子方 ワキ

http://www.noh-oshima.com/teikikouenkiroku/181~200.pdf
http://www.noh-oshima.com/teikikouenkiroku/221-240.pdf

