
２０年奉納演芸プログラム
18日(土） １９⇔２８、２５⇔３１修正した最終版 Ｎｏ．１

順番 演　別 出　演　者 演　目 町会名 時間

1 大正琴 琴江会 君恋し、他２曲 宇津木堀東 6:00

2 ハワイアン演奏 ファイブサウンズ 南国の夜　他全5曲 藤崎台 6:10

3 フラダンス 本多信子　他3名 アロハタワー 宇津木堀西

4 舞踊 寿美香会
ス　ミ　カ　カイ

、山田健美　他2名 雪椿 中台 6:40

5 カラオケ 徳升チエ子 えんか坂 宇津木堀東

6 カラオケ 川越定子 ふたりの愛染橋 西三会

7 ハワイアンダンス 古市敬子他5名
ナニ・ワイアレアレ、
ラブリーフラハンズ 中台

8 カラオケ 斉藤三郎 伊豆の渡り鳥 宇津木堀東 7:00

9 ばか面おどり 和楽会、代表石原四郎 宇津木堀西

10 カラオケ 北本光宏 吾
ワレ

亦
　モ

紅
コー

宇津木堀西

11 カラオケ 中澤　茂 細雪 札場

12 舞踊
寿美香会、清水享子　他２
名 深川しぐれ橋 海松台

13 舞踊 紫翠会、柳岡真理子 凛として 親交会

14 舞踊 紫翠会、加藤久美子 恋紅葉 親交会 7:30

15 舞踊 寿美香会、柴田栄子 日本橋から 中台

16 カラオケ 熊澤保子 なごり雨 札場

17 舞踊 紫翠会、奥山ミナ子 恋ほたる 親交会

18 フラダンス 本多信子　他3名 レイナニ 宇津木堀西

19 カラオケ 田中
タ　ナカ

康
　ヤ

美
スミ

二人でお酒を 宇津木堀西

20 舞踊 近藤、塚本、鈴木 花暦 海松台 8:00

21 舞踊 和楽会、代表石原四郎 タキオのソーラン 宇津木堀西

22 カラオケ 細山たえ子 最北航路 宇津木堀西

23 カラオケ 毛利美知子 あなたが命 宇津木堀東

24 舞踊 塚本、近藤、鈴木 命船 海松台

25 舞踊 寿美香会、清水享子 佐渡の恋歌 海松台



18日(土） Ｎｏ．２

順番 演　別 出　演　者 演　目 町会名 時間

26 カラオケ（民謡） 柳橋
ヤナギバシ

　俊次
シュンジ

お立酒 海松台 8:30

27 舞踊 中澤良子、安田月子 喜代節
キ　　ヨ　ブシ

札場

28 カラオケ 本杉秀雄 はぐれコキリコ 宇津木堀西

29 舞踊 鈴木美智子 桜 中台

30 カラオケ 一ノ宮　敏 島唄 宇津木堀東

31 舞踊 寿美香会、座間久子 しのぶ 海松台

お願い ①　出演者は、予定時間の30分前までに、受付を済ませてください。

②　予定時間は、若干のズレが生じる場合がありますので、ご了承ください

③　演目は原則として、２フレーズとします。

④　舞踊のテープは、機械操作担当者へ直接お渡しください。

1９日(日） Ｎｏ．１

順番 演　別 出　演　者 演　目 町会名 時間

1 大正琴 琴江会 古城、他２曲 宇津木堀東 6:00

2 舞踊 岡本和子 下町育ち あずま会

3 舞踊 寿美香会、清水享子他3名 雪椿 海松台

4 カラオケ 長島まさ子 無法松の一生 西三会

5 舞踊 杉本トリ 箱根八里の半次郎 札場

6 カラオケ 森倉文子 紅花の宿 西三会

7 カラオケ 杉浦キヨ 大江戸なごり雪 藤崎台

8 カラオケ 安田正吉 夢追い酒 宇津木堀東 6:30

9 舞踊 コスモス会、前田岩子他4人 あばれ太鼓 西三会



10 カラオケ 柳橋俊次 湯の里しぐれ 海松台

11 舞踊 藤寿会民舞 十日町小唄 藤崎台

12 カラオケ 小林正吉 いろは坂 宇津木堀東

13 カラオケ 北本光宏 もう一度札幌 宇津木堀西 7:00

14 カラオケ 中澤　茂・良子 浪花恋しぐれ 札場

15 舞踊 寿美香会、水野イナ こころ酒 中台

16 舞踊 藤寿会民舞 白浜音頭 藤崎台

17 舞踊 寿美香会、山田健美他2名 深川しぐれ橋 中台

18 舞踊 紫紗芳会
シサヨシカイ

越中おわら節 海松台

19 カラオケ 仲村好子 日本橋から 西三会

20 舞踊 石原とし子他5名 十三
トサ

の砂山
スナヤマ

十三
トサ

人形
ニンギョウ

札場 7:30

21 舞踊 寿美香会、清水享子 酒ひとり 海松台

22 カラオケ 中澤良子 お吉 札場

23 舞踊 友の会、大澤よし子他２名 のんのこ節 西三会

24 舞踊 藤寿会民舞 津軽恋しや 藤崎台

25 舞踊 熊澤保子他６名 華
ハナ

の宴
エン

札場

1９日(日） Ｎｏ．２

順番 演　別 出　演　者 演　目 町会名 時間

26 カラオケ 田久保照代 ひとり薩摩路 藤崎台 8:00

27 舞踊 寿美香会、座間久子 千代の舞扇 海松台

28 舞踊 友の会、児玉成子他４名 雪の花 西三会

29 カラオケ 清水和易
カズヤス

海峡 宇津木堀東

30 カラオケ 細山たえ子（村上） 不如帰
ホトトギス

宇津木堀西

31 カラオケ 一ノ宮　敏 風列車 宇津木堀東

32 舞踊 阿部ケイ 昭和の時次郎 藤崎台

33 ハワイアン演奏 ファイブサンズ
カイマナヒラ　他全５
曲 藤崎台 8:30



お願い ①　出演者は、予定時間の30分前までに、受付を済ませてください。

②　予定時間は、若干のズレが生じる場合がありますので、ご了承ください

③　演目は原則として、２フレーズとします。

④　舞踊のテープは、機械操作担当者へ直接お渡しください。


