
1 演武 剣道の演武披露 小櫃剣友会 10:00

～サークル・個人発表～　　１０月２７日（日）　９：３０～１5：00　　※休憩〔１２：００～１２：３０〕

№ ジャンル 曲　　　目 出　演　者 時間 № ジャンル 曲　　　目 出　演　者 時間

くぬぎ囃子 上を向いて歩こう

勇駒 昴

日本の祭り ●みんなで歌いましょう

ぶちあわせ太鼓

2 舞踊 三番鼠 藤穂会（藤穂寿苑）

3 舞踊 雪の渡り鳥 藤穂会（長田　佳明） 10:00 ●みんなで踊りましょう

4 カラオケ 男の火花 勝　達雄 ・カイマナヒラ

5 カラオケ 里帰り 月﨑　和雄 30 フラダンス パイナップルプリンセス フラサークルレフア

6 カラオケ 一度でいいから 小平　よし 31 カラオケ 会津追分 田中　初枝 13:00

7 フラダンス カウルヴェヒオケカイ ピリアロハおびつ 32 カラオケ 釧路空港 東平　利光

8 詩吟 氷雪の門 鈴木　忠利 33 フラダンス ウイラニ ピリアロハおびつ

9 カラオケ 男のうそ 篠宮　博 34 カラオケ 越前忍冬 鈴木　定明

10 カラオケ ふたりでよかった 本忠　實 10:30 35 カラオケ 裏切りの花 河名　信子

11 カラオケ 赤と黒のブルース 喜多見　徳治 36 舞踊 人生音頭 いきいき会

12 舞踊 鳰の湖 田川会（新部　ウタ子） 37 カラオケ 男川 廣瀬　義久

13 フラダンス カマカニカイリアロハ ピリアロハおびつ 38 カラオケ みれん船 本忠　瑞穂 13:30

14 カラオケ 父娘鷹 川上　節代

15 カラオケ 海峡千里 田丸　里桜

16 舞踊 みれん船
扇会（山田　とし子、
　　　長谷川　㐂美子）

40 舞踊 親子鷹
扇会（山田　とし子、
　　　長谷川　㐂美子）

竹富島で会いましょう 41 カラオケ 花も嵐も 川名　寛章

香功 42 カラオケ 北の女物語 安西　文子

18 カラオケ 男の流儀 田中　亮一 43 カラオケ 一世一代 小澤　美次郎

19 カラオケ ふるさと太鼓 田丸　誠也 パーリー・シェルズ 14:00

20 カラオケ 虹 波多野　君子 ワイカロア

21 カラオケ 終着駅は始発駅 山口　敏夫 11:30 45 舞踊 九段の母 藤穂会（長田　佳明）

22 舞踊 おんな太兵衛～黒田節入り～ 藤穂会

23 カラオケ みだれ髪 高橋　美佐子

24 舞踊 すみだ川慕情 田川会（新部　ウタ子）

25 カラオケ いごっそ魂 佐藤　和夫 47 カラオケ 人生に乾杯 山田　泰央

26 カラオケ 冬嵐 高橋　純 48 カラオケ 飛騨の龍 大村　逸生

27 カラオケ ロビンソン 川島　薫 49 フラダンス オールドプランテーション フラサークルレフア

50 カラオケ 望郷波止場 田丸　三郎

51 カラオケ 玄海あばれ太鼓 金田　武夫

52 カラオケ 演歌兄弟 次郎＆三郎

1 和太鼓 和太鼓サークル

9:30

17 気功 練功ひまわり会

11:00

スマイルエンジェル

キーボード 白鹿　康雄

ピリアロハおびつ
フラサークルレフア
白鹿　康雄

29 フラダンス

主催･運営／小櫃公民館・文化祭実行委員会　☎0439（35）2488

発表時間は目安です。内容が変更になることもありますので、ご了承ください。
また、混雑が予想されますので、余裕を持ってお越しください。

44 フラダンス フラサークルレフア

14:30

昼休憩（12：00～12：30）

・赤とんぼ
・お江戸日本橋　ほか

●みんなで歌いましょう
・瀬戸の花嫁／知床旅情

46 オカリナ カナリアンズ

芸能発表会プログラム
～こどもたちの発表～　　１０月２６日（土）　１０：００～１１：３０

出 演 者№出 演 者 時間№ ジャンル 曲　目　等 曲　目　等ジャンル 時間

10:20

10:35

・里の秋
・四季の唄
・いつでも夢を

28

11:155

12:30

・勘太郎月夜
・月がとっても青いから
・星影のワルツ

39 ハーモニカ 月﨑　和雄

ダンス
ＢＯＯＭＢＡＹＡＨ
In Two
ギャオ
What　is  Love2

3 合唱
ふるさと／怪獣のバラード
／WAになっておどろう／
未来を旅するハーモニー

小櫃小学校

合唱
たきび／どんぐりころころ
とんぼのめがね／
宇宙船にのって

小櫃保育園

4 合唱
「Let's search
forTomorrow」
COSMOS

小櫃中学校
１年生

11:00

 【会場案内】駐車場は①②③ 

③小櫃行政

センター 

駐車場 

②小櫃農協 

駐車場 

出会い ふれあい 学びあい 
       ～豊かな「美・土・里」を未来へ～ 

テ 化 文 祭 ー マ 

1０月２６日(土) 9:00～16:00 

1０月２７日(日) 9:00～15:00 

【開催日】 

小櫃地区の文化祭に遊びにきませんか？   
 公民館のサークル活動や地域の学校、地域で活動する方など

様々な人が集う、年に一度の小櫃の文化のおまつりを２日間開

催します。 

 様々な人・もの・文化と出会い、ふれあい、学びあえる文化

祭にぜひ、足を運んでみませんか？ 

 みなさまのご来場を実行委員一同心よりお待ちしています。 

①小櫃公民館 

敷地内SL前 

駐車場 

 来年度の４月に小櫃中学校は上総地区の中学校と統

合し、上総小櫃中学校として新しくスタートすること

になります。そこで、今回の文化祭では小櫃中学校の

これまでの歩みを振り返る特別企画展を実施いたしま

す。小櫃中学校の歴史を振り返るとともに、地域の皆

さんからご提供いただいた懐かしい写真や作品を数多

く展示いたします。青春時代を懐かしみながらご覧く

ださい。  

 小櫃小学校の５年生が

田んぼの学習で一生懸命

作ったカカシが文化祭に

集合します。会場を取り

囲むカカシには子どもた

ちの想いが詰まっていま

す。ぜひご覧ください。 

時間：午後２時から２時４０分まで 
（開場：午後１時３０分から） 

 

会場：小櫃公民館 講堂 


