
～ 休憩：10分 ～

10. 宮古舞踊　んまてぃだの会 亀浜律子練場
　演　目：「鏡原馬場のあやぐ」
　出　演：下地　百恵 砂川　華綾 新里　愛
　　　　　富盛　円香 宮国穂乃香 砂川　里歩
　　　　　高江洲一平

11. 太極拳
　演　目：簡化 24太極拳と呉式太極拳
　出　演：石川美枝子 比嘉　永彦 玉那覇和美
　　　　　辻田登美子 宇根　良則

12.３B体操　
　演　目：五輪ベルタ―「チュムチュム」
　出　演：諸見里旬子 嘉味元道江 玉城　政美
　　　　　永山利江子 宮城留美子　

13. マジック　マジックサークル沖縄
　出　演：外間　晶子

14. 合唱  首里少年少女合唱団
　団長・指揮：砂川　正子 ピアノ：砂川　聖子
　指　導：石垣　真秀
　演　目：「童神～天の子守歌～」
　　　　　「ばんがむり〈宮古の子守歌〉」
　出　演：首里少年少女合唱団
　　　　　石垣　真聖 小川園乃夏 稲福　ゆめ
　　　　　与那覇優都 翁長　洸成 比嘉　梨音
　　　　　畑　　愛里 小川あやか 天久　光海  
　　　　　天久　彩海 小川　聡子

　演　目：「ジョスランの子守歌」
　出　演：（独唱／テノール）石垣　真秀

15. フィナーレ　会場の皆さんもご一緒に！
　演　目：「えんどうの花」「ふるさと」
　指　揮：砂川　正子　ピアノ：砂川　聖子
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ジャズ
ジャズの夕べ

12月 20日（金）
開演／午後６時 30分 
会場／パレット市民劇場
チケット／大人¥1,500　中高生 ¥500　小学生以下無料

ジャズ部会長
上原 　昌栄

副部会長 照屋　唯七 川畑　隆利
顧　　問 川満　昇治
事 務 局 赤嶺　　忠　　仲栄真孝昭
会計書記 前田　妙子
監 査 役 大山　克二 照屋　　孝
運営委員 田港　朝正 崎浜　盛珍
 新里　仁哲 根神　　健

　

第　一　部

第　二　部

総合文化
バラエティー文化芸能

総合文化部会
部 会 長　大浜　　優 副部会長　山川　健二
運営委員　宇根　良則 仲眞　良市 仲里　辰枝
　　　　　川井　民枝 諸見里旬子 砂川　正子
　　　　　亀浜　律子 伊禮　健太
賛助出演協力部会   新舞踊部会 ・うちなーぐち部会

 

1. 剣詩舞　まほろばの会
　出　演： 川井　民枝
　
2. うちなーぐち　うちなーぐち部会
　演　目：「しまくとぅばや　うむしるむん」
　出　演：上原　美代 上原　早苗

3. 腹話術　星空腹話術の会
　出　演：伊禮　健太

4. 新舞踊　藤扇流　裕智会　
　演　目：「暁」
　出　演：会主 藤扇　裕智　

５.新舞踊　京花流　千姫会　
　演　目：「長州にて候」
　出　演：会主 京花　千姫

６.３B体操 
　演　目：ボール「見上げてごらん夜の星を」
　出　演： 諸見里旬子 嘉味元道江 玉城　政美
　　　　　永山利江子 宮城留美子　

７.新舞踊　大河流　皐月会　
　演　目：「女のみち」　
　出　演：会主 大河寛寿朋

８.新舞踊　一条流　玉峰会　
　演　目：「大江戸助六花歌舞伎」
　出　演：会主 一条　玉峰

９.マジック　マジック沖縄アカデミー
　出　演：上地　肇

総合文化部会長
大浜　　優

12月18日（水）
開演／午後 6時 30分
会場／パレット市民劇場
チケット／￥980

■ 総 合 企 画：大浜　　優
■ 舞 台 監 督：宇根　良則 
■ 舞台助監督：山川　健二
■ アナウンス：松川登志子

　【演奏曲目】
　1．茶色の小びん
　2．上を向いて歩こう（打楽器アンサンブル）
　3．沖縄（うちなー）ポップメドレー
　　　（涙そうそう・花・ハイサイおじさん・島唄）
　4．ザッツ・ア・プレンティー

那覇市立高良小学校吹奏楽部
校長：多和田悦子　　顧問：内間まり子

TP, 與那嶺利亜　　長嶺　璃衣　　横手　璃帆
具志　　花　　大城　璃衣

Tb, 宮良　美羽　　須永　汐音　　川根　希陽
岸本のどか

Fh, 上原榎利菜　　伊藤　綺花　　具志　陽亮
山川　理音

Eu, 當間あかね　　田村　萌音　　宇江原　楓

Tub, 比嘉　美緒　　上原多香子

Fl, 島袋　杏奈　　徳嶺樹永琉

CL, 遠藤　琉麻　　上原璃李子　　神谷依緒理
大下　美和　　上原　結心　　又吉　香帆

Per, 上林　未来　　平良　愛華　　新垣　瑠菜
高良　心花　　上原　奈々　　東　苺衣菜

A.Sax, 座安　花那　　棚原侑浬亜

T.Sax, 山城　春乃

デキシー8

Cl.
Tp.
Tb.
Ts.

田港　朝正
川畑　隆利
桃原　優平
知念　孝道

Ba.
Dr.
Pf.
Banj.

本村　　隆
比嘉　哲吉
富浜　陽子
根神　　健

【演奏曲目】
1．カントリー・ロード
2．BASIN  STREET  BLUCE
3．BASIN  STREET  BLUES
4．WHAT  A  FRIEND  WE  HAVE   IN  JESUS
5．聖者の行進

スウインギン　あけもどろ

Dr.
Pf.
A.Sax.

上原　昌栄
屋良　朝秋
西盛　大祐

Ba.
Cl.
Vo.

波平　恵茂
スタンリーヘイズ
キティー浦添

【演奏曲目】
1．AVALON
2．TAKE   FIVE
3．VO, GERGIA  ON  MY  MIND
4．VO,  ROUT 66
5．TAKE The 'A' TRAIN

スーパーホンカーズ wuthボーカル　山城ルミ

リーダー A.Sax.
T.sx.
B.sx.
Tp.

Tb.

Dr.
Ba.
Pf.

Conga.

田港　朝正、松長　　聡
前田　妙子、仲栄真孝昭
赤嶺　朝健
照屋　唯七、崎浜　盛珍
川畑　隆利、小禄　　真
新里　仁晢、照屋　　孝
桃原　優平
津嘉山善栄
上里　良仁
冨浜　陽子
大山　克二

【演奏曲目】
1．GET IT ON
2．I CAN’T  STOP  LOVING  YOU
3．LABAMBA
4．BIG  SWING  FACE
5．MY  WAY
6．SING. SING. SING.
7．ONE  O’CLOCK  JUMP
8．IN  THE  MOOD
9．SWANY
VO,　1．YOU'D  BE  SO  NICE  TO  COM  HOME TO
　　  2．LOVER  COM  BACK  TO  ME

司　会　　赤嶺　忠


