
第 10 回 南風原子ども文化祭～文化のバトンタッチ～ 

☆☆☆ プ ロ グ ラ ム（舞台の部） ☆☆☆ 
開催日時：令和 5年２月 19日（日）午後２時開演、黄金ホール 

 

1. 斉唱「かぎやで風・渡りざう・瀧落菅攪・めでたい節」 津嘉山三線クラブ 

【歌三線】仲間  優  糸満ユリア  浜比嘉千花  藤野 清花  

仲間  愛  太田 花音  浜比嘉花南  志喜屋有未 

【筝】照屋  凛  外間 莉々  香村ことみ 

【笛】中村 昌成  【胡弓】蟹江 真咲  【太鼓】惣慶 美々 

2.琉球舞踊「天 川」 赤嶺秀子琉舞研究所  

【踊り】花木 奏   與那嶺伽恋 

【歌三線】與那嶺芳夫  與那嶺照吉  神里 操也  赤嶺 武志（宮平三線クラブ） 

【筝】中村千恵子  【笛】小浜 博文  【胡弓】蟹江 真咲 

3.空手演武「基本（突き・蹴り・受け）」「四方崩し」 

「四方の基本型・普及型」「ピンアン五段」「棒術（周氏の棍）」 

【演武】神里空手道場 

喜屋武丸士  神里 音光  喜屋武暖真  細川 海翔  金城 利旺 

神里真絢音  喜屋武歓大  親盛 遥叶  金城 みゆ  城間宏志郎 

親盛 結愛 

4.琉球舞踊「貫 花」 玉城秋乃琉舞道場 

【踊り】新垣 心音   高良 瑠亜  當山 梨乃  新垣 七教 

【歌三線】與那嶺 靖   上地  健  小波本直和  平田美智子（與那嶺靖研究所） 

【筝】照屋  凛  【笛】中村 昌成  【胡弓上原 麻美  【太鼓】本村 ひとみ 

5.琉球舞踊「谷茶前」 砂川美鈴琉舞研究所 
【踊り】喜納 ゆずな  宮里 りあら  宮里 りまな  喜納 ふうか 

  堀毛 ひかり  宮里 ほとな  内間 紗友里  内間 亜里紗 

【歌三線】大城 守政  宮城 調俊  渡慶次 亨（大城守政研究所） 

【筝】外間 莉々  【笛】中村 昌成  【胡弓】上原 麻美  【太鼓】惣慶 美々 

6.組踊「花売りの縁」より抜粋 ～猿引きの場～  作：高宮城親雲上 

【立方指導】眞境名正憲  【立方】眞境名由康組踊会・高嶺久枝・高嶺美和子琉舞練場  

（乙樽）知念美意子（鶴松）樋口清美礼（猿引）樋口桔梗之介（猿）樋口小百合 

【歌三線】宮城 武碩（宮城武碩研究所） 

【筝】嘉手刈一枝  【笛】小浜 博文  【胡弓】新垣 博史  【太鼓】大城みゆき 

7.民謡「べーべーぬ草刈いが・赤田首里殿内」 与那嶺信武三線サークル 
【歌三線】伊集梨衣奈  冨名腰優美  大城 桜子  大城 心愛  四元 美羽 

【太鼓】下地 琉斗 

8.民謡「デンサー節」「飛び安里（安里屋ユンタの替歌）」金城みゆき民謡研究所 

【歌三線】平田日々花  金城 妃禾  島袋  雫  金城 実那 

  桃原姫好奈  金城 采央     【太鼓】大城 里杏 



      

  

9.斉唱「渡リゾウ・安波節・安里屋ユンタ」 

【歌三線】本部児童館三線サークル・津嘉山三線クラブ 

呉屋 沙羽  内村 早希  呉屋 太俐  徳田 貴子  玉栄  彩華 

仲座 心海  仲間  優  浜比嘉千花  藤野 清花  仲間   愛 

太田 花音  浜比嘉花南 

【筝】照屋  凛  外間 莉々  香村ことみ 

【笛】小浜 博文  【胡弓】蟹江 真咲  【太鼓】下地 琉斗  惣慶 美々 

10. 童謡独唱  女性コーラス ウインズ 

「きらきらぼし・大きな栗の木の下で」【歌】新垣凛々花  【ピアノ】金城 朋子 

「桑の実・手のひらを太陽に」    【歌】波照間心杜  【ピアノ】永岡ひろみ 

11.琉球舞踊「上り口説」 赤嶺秀子琉舞研究所 

【踊り】與那嶺伽恋  小籔 凛佳  米嶋 紗奈 

【歌三線】與那嶺芳夫  與那嶺照吉  神里 操也  赤嶺 武志（宮平三線クラブ） 

【筝】香村ことみ  【笛】通事 彰  【胡弓】蟹江 真咲  【太鼓】下地 琉斗 

12.琉球舞踊「かせかけ」 砂川美鈴琉舞研究所 

【踊り】野原 愛美 

【歌三線】大城 守政  宮城 調俊  渡慶次 亨（大城守政研究所） 

【筝】照屋  凛  【笛】中村 昌成  【胡弓】上原 麻美 

13.琉球舞踊「日傘踊り」 砂川美鈴琉舞研究所 

【踊り】宮里 ほとな  内間 紗友里  内間 亜里紗 

【歌三線】大城 守政  宮城 調俊  渡慶次 亨（大城守政研究所） 

【筝】山城 嶺子  【笛】通事 彰  【胡弓】上原 麻美  【太鼓】惣慶 美々 

14.創作舞踊「風譚（ふうたん）」選曲「やっちー・だんじゅかりゆし」・作舞：高嶺久枝 

【踊り】高嶺久枝・高嶺美和子・大城寿乃琉舞練場 

（大凧）樋口桔梗之介・宮城 穂   （子供）新垣 伶奈・樋口 清美礼 

（風譚）樋口 小百合・大城 弘乃輔 

【歌三線】金城 徳子  村上 佳子  長堂エリサ  喜納 やよい（宮城武碩研究所） 

【筝】金城貴美子  【笛】小浜 博文  【胡弓】新垣 博史  【太鼓】大城みゆき 

15.琉球舞踊「海ぬチンボーラー」 玉城秋乃琉舞道場 

【踊り】新垣 心徠  新垣 心音   高良 瑠亜  當山 梨乃  新垣 七教 

【歌三線】與那嶺 靖   上地  健  小波本直和  平田美智子（與那嶺靖研究所） 

【筝】當銘 幸子 【笛】中村 昌成 【胡弓】上原 麻美  【太鼓】本村ひとみ 

16.特別出演 南風原高等学校 

 

 

＜展示の部＞展示期間：2月12日（日）～19日（日）  文化センター 

◎きたおか書道塾 指導者／眞境名春海・平良龍洸 

◎翔南書道塾 指導者／平良龍洸 ◎太雅書道教室 指導者／新垣太雅（雅之） 

◎蘭景書道塾 指導者／添石蘭景 ◎写 真 指導者／玉城勝・仲本明光 


