
 

世界を駆ける日本舞踊家 
Japanese Traditional Dance Professional 

 

本名：山口博子。北九州市生まれ・在住。 

1990 年に「裕志朗の会」を設立。「わっしょい百

万夏まつり」の部会員を務める傍ら、百万踊り・

創作部門で 5 度のグランプリほか、受賞歴多数。

北九州市の曲の振付、市民への講習会をこなす一

方、海外は韓国・イタリア・フランス・オラン

ダ・タイ・オーストリア・アイルランド・プラハ

でも日本舞踊を披露。北九州市小倉、福岡市平

尾、熊本県天草市、南阿蘇村に稽古場を持つ。 

近年の活動歴 

日本舞踊 藤間流 裕志朗の会 

平尾教室 4 周年記念 発表会 
■ 日時：2015 年 12 月 13 日（日）15:00～17:30 

■ 会場：白金能楽堂（福岡市中央区白金 1-18-16 加来ビル 2F） 

※1F ローソン・西鉄電車または地下鉄「薬院駅」から徒歩約 5 分 

■ 入場：無料 

指導者：藤間裕志朗  Yushiro Fujima 

 

2013年 わっしょい百万夏まつり 特別功労賞 

2013年 わっしょい百万夏まつり 創作の部 グランプリ 

2014年 福岡市経済観光文化局より感謝状受領 

2014年 わっしょい百万夏まつり 創作の部 グランプリ 

2014年 韓国 和順（ファスン）踊りの祭典にて感謝牌を受領 

2014年 第14回 起業祭おどり「パフォーマンス」シニア部門で優勝 

2015年 わっしょい百万夏まつり 創作の部 グランプリ 

2012年 10月 イタリアにて日本舞踊披露 

2012年 11月 韓国 順天（スンチョン）市 初公演 

2013年 6月 オランダ、パリにて日本舞踊披露・韓国公演 

2013年 8月 フランス コルド シュール シエルにて公演 

2014年 1月 日本大震災被災地支援「希望の壁プロジェクト」に寄付 

2014年 10月 韓国 和順（ファスン）踊りの祭典に参加 

2014年 9月より現在まで 嬉野温泉 和多屋別荘「箱庭の芸術祭」に出演 

2014年 11月 バンコクにて日本舞踊披露 

2015年 3月 オーストリア「ウィーン・コンツェルトハウス」にて公演 

2015年 7月 アイルランド・レタケニー「エリガルアートフェスティバル」出演 

2015年 8月 わっしょい百万夏まつり出演＆企業・北九州ＹＭＣＡへの指導 

2015年 10月 フィンランド ヘルシンキ ジャパンウィーク参加 

2015年 11月 チェコ プラハ公演・プラハカレル大学日本学科にて日舞指導＆披露 

韓国 順天にて日舞披露、わっしょい百万踊り指導 

近年の受賞歴 

Enjoy! Japanese Traditional Dance! 



 

 

 

[小倉教室] 北州市小倉北区高尾 1-37-8 

[平尾教室] 福岡市中央区平尾 2 丁目 15-16 MIYO ビル 701 

＊ 天草教室（ホテル望洋閣）、南阿蘇教室（阿蘇ハーブファクトリー） 

もございます。詳しくは WEB サイトをご覧ください 

WEB サイト http://www.fujima-yushiro.net 「裕志朗の会」で検索 

Facebook   https://www.facebook.com/yamaguchi.hiroko.10 

TEL 090-7393-9257（裕志朗 携帯）      

裕志朗の会は、日本舞踊 藤間流師範 藤間裕志朗により 1990 年に北九州 

小倉で教室が始まりました。今年で 25 年、平尾教室開校 4 年を迎えます。 

生徒たちの発表会を始め、地域の祭りへの参加や、商業施設や海外からの 

お声がけにより日本舞踊を披露し、日本伝統文化の継承を行っております。 

日本舞踊の稽古場にはめずらしく 30 歳前後の男女が多く、子どもから大人まで 

幅広い年代が楽しんでいます。日舞男子、日舞女子の仲間になりませんか！？ 

プログラム 裕志朗の会について 

御祝儀 

  長唄  寿       福治 督浩 

 1. 長唄  初子の日    細田 智子 

 2. 端唄  梅は咲いたか  伊澤 祐子 

 3. 端唄  ひばりのさのさ 秋山 優 

 4. 民謡  黒田節     五嶋 健一 

 5. 小唄  高砂      佐藤 恵美香 

 6. 端唄  ひばりのさのさ 浅井 萌香 

 7. 小唄  初春      森茂 梨萌 

 8. 端唄  春はうれしや  岩下 さつき 

 9. 端唄  ひばりのさのさ 中村 多希子 

10. 長唄  潮来出島    中島 千香子 

11. 長唄  菊づくし    山下 理佐 

12. 長唄  藤の花     五嶋 玲 

 

休    憩   お抹茶：北川 みか 祝菓子：林 美香 

 

13. 長唄  九州八景    尾家 遥 

14. 長唄  寿       手島 示智 

15. 長唄  長世の舞    田中 由美子 

16. 大和楽 城       江里 篤志 

17. 長唄  黒髪      高間 和子 

18. 大和楽 花       石川 めぐみ 

19. 長唄  松の緑     藤間 八州絵 

20. 長唄  七福神     原 俊樹 

21. 長唄  風流三番叟   藤間 裕彩香 

22. 長唄  一奏鷺娘    藤間 裕志朗 

 

千 穐 楽 

 

司会：野中 恵美子／ 写真：梅本 昌裕 ／ 動画：野中 美希 

 

振袖展示：呉服の粋 ふくひろ 

About Yushiro no Kai Program 

http://www.fujima-yushiro.net/
https://www.facebook.com/yamaguchi.hiroko.10

