
大鼓　　太鼓
小鼓　　 笛

1990(H2) 枕慈童 喜多節世 舎弟 茂山千五郎

11月18日 砧 大島久見 松井　彬

1991(H3) 絵馬女体 大島政允 金子匡一 松井 彬 長田 驍 佐渡狐 茂山千五郎 能楽堂落成20周年記念

4月21日 葵上 大島久見 大島輝久 第４回 広島能を楽しむ会

班女 大島久見 魚説教 茂山千五郎 2月17日

6月16日 鵜飼 大島政允 「江口」大島久見

井筒 大島政允 左近三郎 茂山千三郎 　「千鳥」茂山正義

9月15日 是界白頭 長田　驍 大島輝久 「鞍馬天狗」大島政允

木賊 大島久見 金子匡一 谷 大作 井上雄人 子大島紀恵 大島久見喜寿祝賀

別会 西王母 喜多六平太 大島衣恵 無布施経 茂山千五郎

10月20日 土蜘蛛 大島政允 大島輝久 松井 彬 金子敬一郎

錦木 金子匡一 金子敬一郎 広谷和夫 口真似 松本　薫

11月17日 葛城 大島政允 指吸雅之助

1992(H4) 高砂 大島政允 松井　彬 清水 古川七郎 第５回 広島能を楽しむ会

4月19日 富士太鼓 大島久見 大島紀恵 2月16日

玉井 大島政允 狩野了一 大島衣恵 大島輝久 素袍落 茂山千五郎 「桜川」大島政允

6月21日 隅田川 大島久見 子堀　達昭 　「縄綯」茂山千之丞

野宮 大島久見 空腕 茂山真吾 「一角仙人」大島久見

9月20日 藤戸 長田　驍

鬼界島 金子匡一 金子敬一郎　大島輝久 寝音曲 網谷正美

11月15日 三井寺 大島政允 子堀　達昭

1993(H5) 求塚 大島政允 長島　茂　狩野了一 鬼瓦 茂山正義 第６回 広島能を楽しむ会

4月18日 邯鄲 喜多節世 子堀　達昭 2月21日

巴 大島久見 膏薬練 茂山千三郎 「草紙洗小町」大島久見

6月20日 百万 大島政允 子堀　達昭 　「土筆」茂山あきら

七騎落 大島久見 金子匡一　梅津忠弘　子堀 達昭 千鳥 茂山真吾 「大江山」大島政允

9月19日 遊行柳 長田　驍

通小町 金子匡一 金子敬一郎 広谷和夫 胸突 茂山千五郎(12世)

11月21日 松風 大島政允 松井　彬 指吸雅之助

1994(H6) 嵐山 大島政允 松井 彬　大島文恵　大島紀恵 呼声 茂山千之丞 第７回 広島能を楽しむ会

4月17日 雲林院 大島久見 6月5日(大島久見傘寿記念)

夕顔 大島久見 指吸雅之助 腹不立 茂山千五郎(13世) 「安宅」喜多六平太

6月19日 熊坂 大島政允 広谷和夫 「三輪」大島政允

籠太鼓 大島政允 因幡堂 古川七郎 　「察化」茂山千五郎

9月18日 船弁慶真ノ伝 長田　驍 子堀　達昭 「張良」大島久見

別会 伯母捨 大島久見 磁石 茂山千作(4世) 大島久見傘寿祝賀

10月16日 小鍛冶白頭 喜多六平太

阿漕 金子匡一 広谷和夫 胸突 木村正雄

11月20日 江口 大島政允 松井　彬　金子敬一郎 指吸雅之助

1995(H7) 氷室白頭 大島政允 大島輝久　大島文恵 縄綯 茂山千之丞 名称を「定例鑑賞能」に

4月16日 土車 大島久見 子堀　達昭 改める

⇐　121～140回 へ 161～180回へ ⇒

中村弥三郎

植田隆之亮

久田舜一郎　光田洋一

 辻　雅之　　森田澄子　

植田隆之亮

坂苗　融

久田舜一郎　帆足正規

大村慈ニ　　森田澄子

坂苗　融

植田隆之亮

清水晧祐　　吉岡　望

竹村英雄　　左鴻雅義　　

上野義雄

河村　大　　森田澄子

植田隆之亮

坂苗　融
成田達志　　森田保美

(辻 芳昭/辻 雅之)(三島元太郎/三島 卓）

上野義雄　　森田澄子

河村　大　　森田澄子

竹村英雄　　帆足正規

(荒木照雄/荒木健作)(赤井啓三/赤井藤男）

160

囃子方ワキシテツレ・子方シテ能曲目年月日回

151

荒木照雄　　赤井啓三

指吸雅之助

狂言シテ（ ）
上野義雄　　前川　雪

159

久田舜一郎　帆足正規

辻　芳昭　　三島元太郎

久田舜一郎　帆足正規

坂苗　融

上野義雄　　森田澄子

指吸雅之助

坂苗　融

植田隆之亮

148

142

143 江崎金治郎

144

植田隆之亮

141

157

158

狂言曲目

竹村英雄　　左鴻雅義　　
上野義雄　（小寺俊三/森田澄子）

吉阪一郎　　光田洋一

上野義雄　　上田　悟

152 指吸雅之助

参照

辻　芳昭　　森田澄子

大村慈ニ

清水晧祐　　赤井啓三

 辻　芳昭　　三島太郎

上野義雄　　前川　雪

(竹村英雄/竹村英敏)　帆足正規

成田達志　　森田保美

上野義雄　　森田澄子

147

154

荒木照雄　　赤井啓三

竹村英雄　　帆足正規

守家紀之　　森田澄子

吉阪一郎　　赤井啓三

155

156

145

149

守家由訓

竹村英雄　　吉岡　望

辻　芳昭　　森田澄子

竹村英雄　　光田洋一

大村慈ニ　　森田澄子

150

153

146

http://www.noh-oshima.com/teikikouenkiroku/121~140.pdf
http://www.noh-oshima.com/teikikouenkiroku/161~180.pdf

