
平成20年度

年月日 公演名 演目 主催 会場

1 平成20年8月10日
 沖縄タイムス『ワラビー創刊10周年記念まつ
り』「ワラビー×子の会　組踊おもしろ教室」

執心鐘入 沖縄タイムス社 沖縄県立博物館・美術館講堂

2 平成20年11月1日
県立博物館・美術館開館　一周年オープニング
イベント組踊公演

1.組踊への案内
2.「二童敵討」

沖縄県立博物館・美術館 沖縄県立博物館・美術館講堂

3
平成20年11月

10日・12日・21日
文化庁「学校への芸術家等派遣事業」
北谷第二小学校「組踊鑑賞教室」

1.組踊ワークショップ
2.「執心鐘入」

北谷町立北谷第二小学校 北谷町立第二小学校体育館

4
平成20年12月9日

※２回公演
糸満高等学校「芸術鑑賞会」

1.組踊ワークショップ
2.「執心鐘入」

沖縄県立糸満高等学校 沖縄県立糸満高等学校体育館

平成21年度

年月日 公演名 演目 主催 会場

1
平成21年7月31日・

8月1日
国立劇場おきなわ夏休み親子劇場探検ツアー
「組踊ワークショップ」

組踊ワークショップ
「執心鐘入」

国立劇場おきなわ 国立劇場おきなわ

2 平成21年7月17日
ＮＨＫ沖縄放送局「ハイサイ！ニュース610」
組踊の『地方（じかた）音楽』

組踊の『地方（じかた）音楽』 ＮＨＫ沖縄放送局 ＮＨＫ沖縄放送局

3 平成21年8月5日
国立劇場おきなわ「沖縄の美と心にふれる修学
旅行生のための琉球芸能試演会」

1.組踊への案内
2.「二童敵討（抜粋）」

国立劇場おきなわ 国立劇場おきなわ

4 平成21年8月28日
 第44回管理者特別研修
「組踊鑑賞会」

「二童敵討」 沖縄県 沖縄県庁４階講堂

5 平成21年11月17日
文化庁「学校への芸術家等派遣事業」
北谷第二小学校「組踊鑑賞教室」

1.組踊ワークショップ
2.「執心鐘入」

北谷町立北谷第二小学校 北谷町立第二小学校体育館

6 平成21年11月19日 嘉手納高等学校「芸術鑑賞会」
1.琉球舞踊
2.組踊ワークショップ
3.「執心鐘入」

沖縄県立嘉手納高等学校 かでな文化センター

7 平成21年11月25日 宜野湾高等学校「芸術鑑賞会」
1.琉球舞踊
2.組踊ワークショップ
3.「執心鐘入」

沖縄県立宜野湾高等学校 宜野湾市民会館

8 平成21年12月18日 第18回定期公演「飛べ!!うた・三線2009」 「二童敵討」 琉球古典安冨祖流研究朝一会 新報ホール

9 平成22年2月28日 第10回地域伝統芸能まつり 「二童敵討（抜粋）」 地域伝統芸能まつり実行委員会
財団法人地域創造

ＮＨＫホール

平成22年度

年月日 公演名 演目 主催 会場

1 平成22年4月18日
奈良教育大学附属中学校修学旅行
「琉球芸能鑑賞会」

1.組踊ワークショップ
2.「執心鐘入（抜粋）」

奈良教育大学付属中学校 サンマリーナホテル

2 平成22年5月15日 新城清弘　粟国島・積恩感謝慰問公演
1.舞踊
2.「執心鐘入」

粟国村 粟国村離島振興総合センター

3
平成22年7月30日

・31日
教育普及活動「国立劇場おきなわ夏休み親子劇
場探検ツアー」

組踊ワークショップ 国立劇場おきなわ 国立劇場おきなわ

4 平成22年10月19日 球陽高等学校「芸術鑑賞会」
1.組踊ワークショップ
2.「二童敵討」

沖縄県立球陽高等学校 沖縄市民会館

5 平成22年12月8日 浦添工業高等学校「芸術鑑賞会」
1.組踊ワークショップ
2.「二童敵討」

沖縄県立浦添工業高等学校 てだこホール

6 平成22年12月10日 名護高等学校「芸術鑑賞会」
1.組踊ワークショップ
2.「二童敵討」

沖縄県立名護高等学校 名護市民会館

7 平成23年2月11日
沖縄伝統芸能公演
組踊「手水の縁」

「手水の縁」
沖縄県伝統芸能公演
実行委員会

国立劇場おきなわ

8 平成23年2月13日
2011国立劇場おきなわ　友の会
「新春講演会」

講座 国立劇場おきなわ 国立劇場おきなわ

9 平成23年3月21日
しまくぅばの日関連イベント
「組踊から学ぶうちなー口」

1.ワークショップ
2.「執心鐘入」

沖縄県 ちゃたんニライセンター

沖縄伝統組踊「子の会」主な活動実績



平成23年度

年月日 公演名 演目 主催 会場

1 平成23年4月22日
テレビ出演
（ＮＨＫ　ぐるっと８県九州沖縄）

組踊「二童敵討」抜粋等 ＮＨＫ

2 平成23年7月13日 芸能講座及び芸能公演
講座
組踊「二童敵討」抜粋

都道府県道路連絡協議会 沖縄ハーバービューホテル

3
平成23年7月29日

・30日
国立劇場おきなわ夏休み親子劇場探検ツアー 組踊ワークショップ 国立劇場おきなわ 国立劇場おきなわ

4 平成23年7月31日 国立劇場おきなわバックステージツアー 組踊ワークショップ 国立劇場おきなわ 国立劇場おきなわ

5 平成23年10月16日 東日本大震災復興チャリティ公演
1.ワークショップ
2.組踊「執心鐘入」

沖縄伝統組踊「子の会」
ＮＰＯコザまち社中

沖縄市民小劇場あしびなー

6 平成23年10月20日 豊見城高等学校「芸術鑑賞会」
1.組踊ワークショップ
2.組踊「執心鐘入」

沖縄県立豊見城高等学校 那覇市民会館

7 平成23年10月21日 普天間高等学校「芸術鑑賞会」
1.組踊ワークショップ
2.組踊「執心鐘入」

沖縄県立普天間高等学校 宜野湾市民会館

8 平成23年11月9日 糸満高等学校「芸術鑑賞会」
1.組踊ワークショップ
2.組踊「二童敵討」

沖縄県立糸満高等学校 糸満高等学校体育館

9 平成23年11月16日 前原高等学校「芸術鑑賞会」
1.組踊ワークショップ
2.組踊「執心鐘入」

沖縄県立前原高等学校 うるま市民会館

10 平成23年12月15日 北部農林高等学校「芸術鑑賞会」
1.組踊ワークショップ
2.組踊「執心鐘入」

沖縄県立北部農林高等学校 北部農林高等学校

11 平成24年1月14日
沖縄伝統芸能公演
組踊「孝行の巻」

1.琉球舞踊
2.琉球古典音楽斉唱
3.組踊「孝行の巻」

沖縄県伝統芸能公演
実行委員会

国立劇場おきなわ

12 平成24年1月17日 玉城中学校「芸術鑑賞会」
1.組踊ワークショップ
2.組踊「執心鐘入」

南城市立玉城中学校 玉城中学校

13 平成24年2月11日 国立劇場おきなわ友の会「新春講演会」 講座 国立劇場おきなわ 国立劇場おきなわ

14 平成24年2月13日
テレビ出演「色鮮やか琉球の美～首里城～」
（ＮＨＫ　ひるブラ）

組踊「二童敵討」抜粋等 ＮＨＫ

15 平成24年2月22日
テレビ出演「教えて！ふるさと自慢～沖縄県～」
（ＮＨＫ　ぐるっと８県九州沖縄） 組踊「二童敵討」抜粋等 ＮＨＫ

16
沖縄タイムス　ワラビー新聞掲載
「子の会　ありんくりん」
月１回　全１１回

沖縄タイムス社

平成24年度

年月日 公演名 演目 主催 会場

1 平成24年6月15日
テレビ出演
（ＮＨＫ沖縄　きんくる
沖縄人こそ楽しみたい！組踊入門　生放送）

－ ＮＨＫ沖縄

2
平成24年8月3日～

5日
国立劇場おきなわ　バックステージツアー
組踊体験教室

組踊ワークショップ 国立劇場おきなわ 国立劇場おきなわ

3 平成24年9月30日
南城市芸能公演　プレイベント
組踊ワークショップ

組踊ワークショップ 南城市
南城市文化センター
シュガーホール

4 平成24年10月15日 小禄高等学校「芸術鑑賞会」
1.組踊ワークショップ
2.組踊「執心鐘入」

沖縄県立小禄高等学校 那覇市民会館

5 平成24年10月19日 開邦高等学校「芸術鑑賞会」
1.組踊ワークショップ
2.組踊「二童敵討」

沖縄県立開邦高等学校 開邦高等学校体育館

6 平成24年11月7日 宜野湾高等学校「芸術鑑賞会」
1.組踊ワークショップ
2.組踊「執心鐘入」

沖縄県立宜野湾高等学校 宜野湾市民会館

7 平成24年11月8日
八重山・八重山農林・八重山商工高等学校
「芸術鑑賞会」

1.組踊ワークショップ
2.組踊「執心鐘入」

沖縄県立八重山・八重山農
林・八重山商工高等学校

石垣市民会館

8 平成24年11月24日 沖縄市　組踊ワークショップ 組踊ワークショップ 沖縄市民劇場あしびなー 沖縄市芸能館

9 平成24年12月12日 南風原高等学校「芸術鑑賞会」
1.組踊ワークショップ
2.組踊「二童敵討」

沖縄県立南風原高等学校 那覇市民会館



10 平成25年1月11日
沖縄県伝統芸能公演
組踊「花売の縁」

1.琉球舞踊
2.琉球古典音楽斉唱
3.組踊「花売の縁」

沖縄県伝統芸能公演
実行委員会

国立劇場おきなわ

11
平成25年1月29日

・30日
国立劇場おきなわ特別公演　守礼の心

1.組踊ワークショップ
2.組踊「二童敵討」

国立劇場おきなわ 国立劇場おきなわ

12
平成25年2月5日

・6日
国立劇場おきなわ特別公演　守礼の心

1.組踊ワークショップ
2.組踊「執心鐘入」

国立劇場おきなわ 国立劇場おきなわ

13 平成25年2月17日 南城市芸能公演　組踊って何だろう 組踊ワークショップ
南城市・南城市文化のまち
づくり事業実行委員会

南城市文化センター
シュガーホール

14 平成25年3月2日
タイムスホールこけら落とし公演
創作組踊「人盗人」

1.琉球古典音楽斉唱
2.琉球舞踊
3.組踊「人盗人」

沖縄タイムス社 タイムスホール

平成25年度

年　月　日 公　演　名 演　　目 主　　催 会　　場

1
平成25年7月31日

～8月4日
国立劇場おきなわ劇場親子探検ツアー 組踊ワークショップ 国立劇場おきなわ 国立劇場おきなわ

2
平成25年7月31日

～8月4日
国立劇場おきなわ特別講演　守礼の心 組踊「執心鐘入」 国立劇場おきなわ 国立劇場おきなわ

3 平成25年10月9日 第48回全国史跡整備市町村協議大会 組踊「二童敵討」抜粋 南城市教育委員会　文化課 シュガーホール

4 平成25年10月16日 球陽高等学校「芸術鑑賞会」 組踊「執心鐘入」 沖縄県立球陽高等学校 沖縄市民会館

5 平成25年10月26日 沖縄ツーリスト創立５５周年記念公演 組踊「女物狂」 沖縄ツーリスト 国立劇場おきなわ

6 平成25年11月7日 九州教頭会「懇親会」 舞踊三題 九州教頭会 パシフィックホテル

7 平成25年11月10日
【TV放送】おきでん百添アワー「ウチナー紀
聞」第725章 放送

「組踊の世界へようこそ～若手
伝承者たちの奮闘～」

8 平成25年12月16日
与勝高等学校「芸術鑑賞会」
与勝緑が丘中学校「芸術鑑賞会」

組踊「二童敵討」
沖縄県立与勝高等学校、与
勝緑が丘中学校

きむたかホール

9 平成25年12月19日 那覇西高等学校「芸術鑑賞会」 組踊「執心鐘入」 沖縄県立那覇西高等学校 那覇市民会館

10 平成25年12月27日
沖縄文化活性化・創造発信支援事業
「第1回 夢ステージ 子達の輝き」

組踊ワークショップ＆講話 合同会社宮古文化芸能社
むら咲むら、国立劇場おき
なわ

11 平成26年2月20日
【シンポジウム】企業の文化芸術支援の新しい
形を探る

（パネリスト参加：仲村逸夫）
沖縄タイムス社文化事業局
事業部

タイムスホール

12 平成26年3月5日
【贈呈式】第27回ダイキンオーキッド レ
ディーストーナメント オーキッドバウン
ティー贈呈式

2014年「オーキッドバウン
ティー」（団体）

ハーバービューホテル

13 平成26年3月8日
【シンポジウム】「豊かな文化芸術を生かす人
材育成」

（パネリスト参加：仲村逸夫） 沖縄県 沖縄県立博物館・美術館

平成26年度

年　月　日 公　演　名 演　　目 主　　催 会　　場

1 平成26年10月21日 向陽高等学校「芸術鑑賞会」 組踊「執心鐘入」 沖縄県立向陽高等学校 向陽高校体育館

2 平成26年10月22日 那覇高等学校「芸術鑑賞会」 組踊「執心鐘入」 沖縄県立那覇高等学校 那覇市民会館

3 平成26年10月23日 豊見城高等学校「芸術鑑賞会」 組踊「執心鐘入」 沖縄県立豊見城高等学校 那覇市民会館

4 平成26年10月29日 具志川高等学校「芸術鑑賞会」 組踊「執心鐘入」 沖縄県立具志川高等学校 うるま市民劇場

5 平成26年10月30日 普天間高等学校「芸術鑑賞会」 組踊「執心鐘入」 沖縄県立普天間高等学校 宜野湾市民会館

6 平成26年11月11日 西原高等学校「芸術鑑賞会」 組踊「二童敵討」 沖縄県立西原高等学校 てだこホール

7 平成26年11月28日 古蔵中学校「芸術鑑賞会」 組踊「執心鐘入」 那覇市立古蔵中学校 古蔵中学校体育館



8 平成26年12月10日 沖縄工業高等学校「芸術鑑賞会」 組踊「二童敵討」 沖縄県立沖縄工業高等学校 那覇市民会館

9 平成26年12月19日 北部農林高等学校「芸術鑑賞会」 組踊「執心鐘入」 沖縄県立北部農林高等学校 名護市民会館

10 平成27年2月2日 玉城中学校「芸術鑑賞会」 組踊「二童敵討」 南城市立玉城中学校 玉城中学校体育館

11
平成26年12月11日～

12日
平成26年度「組踊等教育普及事業」
  久米島高等学校「芸術鑑賞会」

1.組踊ワークショップ
2.「執心鐘入」

沖縄県立久米島高等学校 久米島高校体育館・研修室

12
平成27年1月13日～14

日

平成26年度「組踊等教育普及事業」
　与那国５校合同「芸術鑑賞会」
　（与那国中・久部良中・与那国小・久部良
小・比川小）

1.組踊ワークショップ
　（与那国中・久部良中）
2.「執心鐘入」

沖縄県教育委員会 与那国中学校体育館

13 平成27年1月27日
平成26年度「組踊等教育普及事業」
  南大東小中学校「芸術鑑賞会」

組踊「執心鐘入」 沖縄県教育委員会 南大東小中学校体育館

14 平成27年2月3日～4日
平成26年度「組踊等教育普及事業」
  多良間小中学校「芸術鑑賞会」

1.組踊ワークショップ
2.「執心鐘入」

沖縄県教育委員会 多良間小中学校体育館

15 平成27年2月5日
平成26年度「組踊等教育普及事業」
  西城中学校「芸術鑑賞会」

組踊「執心鐘入」 沖縄県教育委員会 マティダ市民劇場

16 平成27年2月6日
平成26年度「組踊等教育普及事業」
  宮古総合実業高等学校「芸術鑑賞会」

組踊「執心鐘入」 沖縄県教育委員会 マティダ市民劇場

17
平成27年2月19日～20

日

平成26年度「組踊等教育普及事業」
　西表７校合同「芸術鑑賞会」
　（上原小・西表小中・白浜小・古見小・船浮
小中）

1.組踊ワークショップ
　（上原小）
2.「執心鐘入」

沖縄県教育委員会
中野わいわいホール・上原
小学校体育館

18
平成26年6月14日～15

日
第2回高校生郷土芸能ソロコンテスト

外部審査員
　子の会会長（新垣俊道）

沖縄県高等学校文化連盟
沖縄県高校生郷土芸能ソロ
コンテスト実行委員会

沖縄県立芸術大学 奏楽堂

19
平成26年7月27日～30

日
平成26年度 国立劇場おきなわ バックステージ
ツアー

組踊ワークショップ 国立劇場おきなわ 国立劇場おきなわ

20 平成26年7月29日 琉球芸能公演－新世代の組踊と琉球舞踊－ 第二部：組踊「執心鐘入」
公益財団法人日本伝統文化
振興財団

紀尾井ホール（東京都千代
田区）

21 平成26年8月30日 大城洋平写真展 開展式 アトラクション 大城洋平写真展実行委員会
沖縄タイムスギャラリー

22 平成26年11月20日 日本病理学会秋期特別総会 組踊「執心鐘入」 日本病理学会 国立劇場おきなわ

23 平成27年2月28日 組踊ワークショップ
組踊「万歳敵討」関連ワーク
ショップ

国立劇場おきなわ 国立劇場おきなわ

24
平成27年3月12日～15

日
平成26年度沖縄市パフォーマンスワークショッ
プ「組踊」

組踊関連 沖縄市 沖縄市文化センター

25 平成27年3月24日 平成26年度歴史講座　組踊ワークショップ 組踊ワークショップ 沖縄県立図書館 沖縄県立図書館


