
1 山伏とキツネ 今井　淳子

2 カエルかか 竹前　洋子

3 機地蔵 金子　美和子

4 ふるやのもり 熊倉　幸子

5 天福地福 五井　俊

6 旅人のびくり 恩田　恵美子

7 酒とかば焼きとネツベエの話 奈良場　サキ

8 梅干のひとり言 高野　フミ

9 ワラとスミとサヌキ豆 田辺　昭成

10 一里の豆腐 安部　昌江

11 スッテンコロリン 古沢　英世

12 ツルの恩返し 小原　敬策

13 山姥のにしき 小林　厚子

14 手なしおさよ 松川　美恵子(新潟の民話の語り手交流会)

15 肝だめしに出かけたあねさ 五十嵐　絹子(新潟の民話の語り手交流会)

16 まめの皮のたたり 金子　睦

17 蛙の坊さま 大貫　もと

18 大根とごぼうと人参 姉崎　功

19 もとの平六 今井　七重

20 ムジナととっつぁ 松田　薫

21 てんぽこき 堀井　實

22 げんこつのほうび 古沢　史

23 化け茶釜 熊倉　幸子

24 かさこじぞう 佐々木　藤枝

25 三味線石 番場　仙司

26 けんかのさばき 倉地　祐子

27 雉になったとっつぁ 大貫　もと

28 むじなととっつぁ 柳沢　かずえ

29 橋の夢 佐々木　東一

30 だいろ 今井　七重

31 うそつき名人 高橋　実

32 ねずみの彫りもの 松田　薫

33 稲垣家の槍 青柳　保子

第6回  長岡民話百物語プログラム

開会の挨拶　　長岡民話の会　会長　青柳保子　

　　　　　　　長岡民話の会　顧問　高橋実

第１日　２０11年8月19日（金)　午後１時～５時

休　　　憩

休　　　憩

みんなで歌おう   ガラクタ合奏団



34 名人の心 奈良場　サキ

35 酒のみと財布 高野　フミ

36 話百両 金子　美和子

37 カエルの子 姉崎　功

38 じごくけんぶつ 金子　睦

39 カッパの秘薬 今井　淳子

40 看病人 番場　仙司

41 団子を食うて若返った話 安部　昌江

42 おむすびころりん 柳沢　かずえ

43 馬犬猫鶏 田辺　昭成

44 天人女房 竹前　洋子

45 長者むじな 高橋　実

46 アジサイの花 今井　淳子

47 玉ふたつ 倉地　祏子

48 鳥呑爺 堀井　實

49 何が一番きらいだ 葛綿　マチ子(栃尾ろばた会)

50 千両箱を飲んだ鶏 佐藤　昌子(栃尾ろばた会)

51 クモの化け物 佐野　清子(栃尾ろばた会)

52 テンポ話 田辺　昭成

53 おいよ 金子　美知子

54 送りオオカミ 安部　昌江

55 まちのネズミとむらのネズミ 小原　敬策

56 雪のいちご 古沢　史

57 バサと嫁 姉崎　功

58 むらさきの君 奈良場　サキ

59 文福茶釜 高野　フミ

60 はなたかウチワ 加藤　勇次

61 清水地蔵尊 五十嵐　津世子

62 七十の延べ札 柳沢　かずえ

63 うばすて山 小原　敬策

64 弁天様 倉地　祏子

65 百物語 古沢　史

66 笠地蔵 佐々木　東一

67 よめと牛 竹前　洋子

68 年寄り売り 高橋　実

休　　　憩

みんなで歌おう   ガラクタ合奏団

第２日　８月２０日（土）午後１時～５時

休　　　憩



69 ひねくればさ 姉崎　功

70 死人とめおと 竹前　洋子

71 ぼた餅蛙 熊倉　幸子

72 お転婆地蔵様 金子　美知子

73 こうばこ 柳沢　かずえ

74 鶴と亀の旅 佐々木　藤枝

75 見透しの宝物 安部　昌江

76 おてんば地蔵さん 小玉　由紀子(魚沼昔ばなしの会)

77 鯖売り 佐藤　武史(魚沼昔ばなしの会)

78 朝茶は縁起がいい 野田　公子(魚沼昔ばなしの会)

79 みょうがの宿 中山　恵子(三条語りの会とびら)

80 ねずみ経 長谷川　トミエ　(三条語りの会とびら)

81 兎と亀 岡崎　玉枝

82 ネズミの浄土 北川　紀子

83 そば畑のムジナ 中川　ナツ子(かしわざき語り部の会)

84 鬼穴の鬼 堀　愛子(かしわざき語り部の会)

85 宝てぬぐい 三本　友子(見附昔話の会ほだあかり)

86 ばばっかわ 西川　幸子(見附昔話の会ほだあかり)

87 ふくろうの染物屋 佐野　真砂子(見附昔話の会ほだあかり)

88 お祭り牛と田スキ牛 奈良場　サキ

89 三枚の札(太郎とみどり) 高野　フミ

90 ジュゲム 金子　睦

91 とっくりじさ 大貫　もと

92 むかぜの使い 加藤　勇次

93 どっこいしょ 本間　直美

94 カッパのくすり 古沢　史

95 天人女房 小林　厚子

96 ニシンがハチ 松田　薫

97 ヌカとコメ 青柳　保子

98 むこさがし 今井　淳子

99 笠地蔵 小原　敬策

100 橋の話 倉地　祏子

閉会の挨拶　　　　長岡民話百物語実行委員長　田辺昭成

休　　　憩

休　　　憩

みんなで歌おう ガラクタ合奏団

第３日　８月２１日（日） 午後１時～５時
          


