
　東吾妻町老人クラブ連合会の第11回芸能発表大会を下記に
より開催いたすことになりました。
　当日には皆々様多数のご来場を賜り老人会活動に心温かい
ご理解と激励を心からお願い申し上げます。

大 会 場 所 ・東吾妻町コンベンションホールにて

（事務局）東吾妻町社会福祉協議会内

大会開催日・平成30年4月1日 (日) 午前

主催　東吾妻町老人クラブ連合会



日時：
会場：

ＮＯ. 種目 演　題 団体名 代表者名 出演者数 時間

1 民踊 直実節 町老連民踊部 片野幸子 12人 4分

2 詩吟 大楠公 東吾妻町吟詠会 田中直行 7人 3分

3 民踊 ソーチコばやし ひまわりなかよしＡ 倉林照子 6人 4分

4 民踊 ちゃっきり節 ひまわり上野Ａ 髙平滿里子 7人 4分

5 民謡 南部牛追唄 ひまわり 町田愛吉 1人 5分

6 民踊 よさこい鳴子踊り ひまわりなかよしＢ 児玉美代子 6人 4分

7 民踊 おいとこ節 ひまわり上野Ａ 佐藤たへ子 7人 4分

8 民踊 祖谷の里唄 ひまわりなかよしＡ 石坂たつ子 6人 4分

9 詩吟 母を奉じて嵐山に遊ぶ 東吾妻町吟詠会 木暮初江 12人 3分

10 座り体操 妙国寺節・たびの宿 町老連民踊部 中村和子 23人 9分

11 民踊 新布施谷節 ひまわり上野Ａ 井上菊代 7人 4分

12 歌謡吟 大漁吟じ込み 東吾妻町吟詠会 大塚直毅 1人 5分

13 民踊 日高川踊り ひまわりなかよしＡ 塩谷ヒロ子 6人 4分

14 民踊 さんさ時雨 ひまわり上野Ａ 髙橋栄子 7人 4分

15 民踊 めでたい節 ひまわり上野Ｂ 西澤淑子 7人 4分

16 詩舞 名鎗日本号 東吾妻町吟詠会 寺島春勝 7人 4分

17 民踊 阿波小松島 ひまわりなかよしＢ 竹内サカエ 6人 4分

18 民踊 重忠節 ひまわりなかよしＡ 清水妙子 6人 4分

19 歌謡吟 祝い酒 東吾妻町吟詠会 高橋ゆきの 1人 5分

20 民謡 ひでこ節・あきたおばこ 新巻すこやかクラブ 飯塚要 3人 10分

21 民踊 花の日本総おどり 東吾妻町婦人会 竹内美栄子 26人 4分

ＮＯ. 種目 演　題 団体名 代表者名 出演者数 時間

22 筝曲 春の小川・蝶々・茶つみ 麻の実 相京寛子 3人 6分

23 座り体操 ソーラン節・きっちょむ音頭町老連民踊部 竹内美栄子 23人 9分

24 踊り 下北小唄 麻の実 水出貞子 3人 5分

25 独吟 春暁 東吾妻町吟詠会 中澤光男 1人 3分

26 民踊 会津喜多方蔵の里唄 ひまわりなかよしＢ 青栁喜美子 6人 4分

27 カラオケ 酒みれん 大戸友遊会 小泉正一 1人 5分

28 詩吟 夜墨水を下る 東吾妻町吟詠会 戸田澄子 14人 3分

29 民踊 水上夜曲 ひまわり上野Ｂ 竹内美栄子 7人 4分

30 民謡 津軽あいや節弾語り ひまわり 町田愛吉 1人 5分

31 民踊 秩父ざんざ節 ひまわりなかよしＢ 都所文子 6人 4分

32 歌謡吟 涙の酒 東吾妻町吟詠会 木暮初江 1人 5分

33 民踊 浜おけさ ひまわり上野Ｂ 高橋治子 7人 4分

34 カラオケ ふたりでよかった 萩生長寿会 大塚伊一郎 1人 5分

35 民踊 チャグチャグ馬っ子 ひまわり上野Ｂ 片桐定子 7人 4分

36 詩吟 山中の月 東吾妻町吟詠会 高橋ゆきの 14人 5分

37 カラオケ 学園広場 麻の実 相京克彦 1人 4分

38 民踊 大正寺おけさ 東吾妻町婦人会 片桐定子 26人 4分

39 詩吟 荒城月夜の曲 東吾妻町吟詠会 大塚直毅 18人 5分

40 フォークダンス 知床旅情・三味線ブギウギ ひまわり上野Ａ・Ｂ 片桐定子 14人 9分

平成30年4月1日(日)　開会9:30　開演10:00
東吾妻町ふれあいの郷　コンベンションホール

昼食・休憩
※ロビーか控え室をご利用ください。（ホール内は、禁煙・飲食禁止）

閉　　会　　　「 青　い　山　脈 」　　　全 員 合 唱

平成30年度　第11回東吾妻町老人クラブ連合会芸能発表大会プログラム


