
団体(サークル)名 松伏町人形劇サークル　ぷち・ぷっぺ
活　動　内　容 人形劇公演(人形製作・練習)

主な活動場所・日時 多世代交流学習館メロディー　毎週金曜日　13:00～15:00
会　　員　　数 ７人(男1人、女6人)
会　　　　　費 500円／月、他随時徴収
指導者又は代表者 若盛正城先生
問　合　せ　先 長谷川秀子　048-991-8304

特色・ＰＲ

団体(サークル)名 エローラ混声合唱団
活　動　内　容 合唱

主な活動場所・日時
多世代交流学習館メロディー　他
隔週土曜日　14:00～16:00又は18:00～20:00

会　　員　　数 １６人(男5人、女11人)
会　　　　　費 3,500円／月、入会費2,000円
指導者又は代表者 中脇幹夫先生、　滝上秀人
問　合　せ　先 朝野恵子　048-992-4401

特色・ＰＲ

◎芸術・文化
○音楽・芸能

　作曲家芥川也寸志氏の監修による田園ホール・エローラが、町に完成した翌年の1990年6月、松
伏町の文化事業の一環として、指揮者中脇幹夫先生を迎えて、エローラ混声合唱団が誕生いたし
ました。
　1992年第1回の演奏会を開催以降、田園ホール・エローラを中心に演奏活動を重ねております。
また、恒例となりましたクリスマス・チャリティコンサートは、1998年から21回目までを数えま
したが、残念ながらコロナの為、昨年、一昨年は休み、今年はできるといいなと願っておりま
す。響きのすばらしい田園ホール・エローラに負けないハーモニーを目指して、頑張っておりま
す。合唱未経験の方でも、うたうことの好きな方なら大歓迎です。ぜひ一度見学にいらしてくだ
さい。

◎芸術・文化
○演劇

　私たちぷち・ぷっぺは、昭和55年秋に赤岩地区公民館で活動を
開始しました。主婦を主としたアマチュアの人形劇サークルです。
　小さな子ども達からお年寄りまで皆さんに小さなかわいい
人形劇を楽しんでいただきたいと思っております。
　ぷち・ぷっぺは、人形はもちろん背景、音楽、照明など全部
手作りで、がんばっています。
　毎週金曜日、多世代交流学習館メロディーで13：00～15:00
に練習しています。
是非、是非『私も』という方、心よりお待ちしております。
　楽しい仲間を募集中です。！！



団体(サークル)名 エローラ少年少女合唱団
活　動　内　容 合唱

主な活動場所・日時 中央公民館、多世代交流学習館メロディー　月３回土曜日　16:15～17:30

会　　員　　数 １１人(男1人、女10人)　　対象年齢：幼稚園年中～中学生（高校生可）

会　　　　　費
2,000円／月(未就学児1,000円)
入団費1,000円　入団時ユニフォームレンタル代2,000円

指導者又は代表者 中脇幹夫先生(元東京混声合唱団理事)・江口環先生
問　合　せ　先 黒田恵　048-916-3245

特色・ＰＲ

団体(サークル)名 松伏童謡を歌う会
活　動　内　容 コーラス

主な活動場所・日時 多世代交流学習館メロディー　第1、第3日曜日　10:00～12:00
会　　員　　数 １３人(男0人、女13人)
会　　　　　費 2,500円／月
指導者又は代表者 久保田静代
問　合　せ　先 久保田静代　048-992-4081

特色・ＰＲ

団体(サークル)名 はつらつ合唱団
活　動　内　容 コーラスの練習

主な活動場所・日時 多世代交流学習館メロディー　毎月第2、第4、土曜日　14:00～16:00
会　　員　　数 １９人(男0人、女19人)
会　　　　　費 2,000円／月
指導者又は代表者 戸辺喜美江、　高橋百合子
問　合　せ　先 渡辺由美子　048-991-4156

特色・ＰＲ
　私達の合唱団は３０周年記念公演も成功のうちに終わることができました。
　今年は、多世代交流学習館メロディーの発表会・町民文化祭にむけて楽しく練習していきたい
と思います。お気軽にご参加ください。

◎芸術・文化
○音楽・芸能

　平成2年〝子どもと大人が一緒に歌える場を〟と、この会を始めました。発足当時は子ども達が
多く、大人は数人の参加でしたが、子ども達の成長(中学、高校への進学)と共に参加がなくな
り、現在は大人だけの構成になりました。
　唱歌、童謡を中心に、フォーク・ソング、アニメの挿入歌など幅広いジャンルの歌を楽しく
歌っております。
　唱歌、童謡を歌ってみたい方、お子様連れのお母様、一度、是非お出かけください。お待ちし
ております。

◎芸術・文化
○音楽・芸能

◎芸術・文化
○音楽・芸能

　松伏町教育委員会後援団体に認定されている、こどもたちの合唱団です。明るく楽しい合唱団
を目指し、練習に励んでいます。恒例のクリスマス・チャリティーコンサートや近隣の福祉
施設への慰問、そして町の各種イベントへの参加など、幅広い
活動を行っています。見学や体験はいつでも大歓迎♪小さい子
は耳で覚え、恥ずかしがる子も場慣れして自己表現できるよう
になります。
　少人数なので本当にアットホーム。休み時間は年齢に関係な
く、みんな一緒になって遊んでいます。
よかったら「エローラ少年少女合唱団」を検索してみてくださ
い♪
一緒にいろいろな経験を重ねて心を養いませんか。



団体(サークル)名 お琴愛好会
活　動　内　容 お琴の練習

主な活動場所・日時
多世代交流学習館メロディー　研修室（半面）
第１，２，３土曜日　10:00～12:00

会　　員　　数 ８人(男0人、女8人)
会　　　　　費 月会費 3,000円
指導者又は代表者 村上美智子先生(山田流師範)、　船川ミサ子
問　合　せ　先 船川ミサ子　048-991-8206

特色・ＰＲ

団体(サークル)名 新大正琴愛好会
活　動　内　容 大正琴の練習

主な活動場所・日時
中央公民館　毎月第2・第4木曜日　10:00～11:30
他、外前野記念会館ハーモニー

会　　員　　数 ２人
会　　　　　費 月会費 2,500円
指導者又は代表者 増田琴水先生
問　合　せ　先 川尻玲子　048-991-2649

特色・ＰＲ

団体(サークル)名 ＴＨＥとうちゃんバンド
活　動　内　容 フォークソング、ブルースなどの練習

主な活動場所・日時 外前野記念会館ハーモニー　毎月2回　休日に活動
会　　員　　数 ４人(男4人、女0人)
会　　　　　費 なし
指導者又は代表者 小俣等
問　合　せ　先 小俣等　048-992-3254　Ｅ-mail omatahtn@yahoo.co.jp

特色・ＰＲ
　ＴＨＥとうちゃんバンドは、子どもの保育園がたまたま同じだった事から知り合った父親バン
ドです。結成して２０年になります。
　なつかしのフォークソングを中心に、昭和歌謡なども演奏しています。また、「マナちゃん」
「ぼくのお母さん」「花の金曜日」　など子育て中のお母さんへの応援歌や、子どもの視点に
立った楽しいオリジナル曲も歌っています。
　毎年１回ハーモニーでライブも行っています。依頼があればどこへでも行って会場のみなさん
と一緒に楽しむことのできるバンドです。
　最近は、老人ホームやイオンせんげん台店などで定期的に演奏しています。

◎芸術・文化
○音楽・芸能

　初心者を対象に大正琴の基礎を教えてもらいながら、少しずつ仲間との合奏を楽しみ、いろい
ろな音楽に挑戦していきます。
　年一度の定期演奏会やミニコンサート等目標もあり
無理なく参加しながら親睦を深めています。
　見学自由、大正琴の体験もできます。お気軽に電話
連絡のうえ、いらしてください。お琴の貸出しもあり
ます。

◎芸術・文化
○音楽・芸能

◎芸術・文化
○音楽・芸能

　二部又は三部に分かれて、時に十七弦、三弦、尺八を加え
ての合奏を楽しんでいます。
　練習曲目は、童謡、民謡、歌謡曲、近代曲、伝統の古典曲
を幅広い曲想にわたっており、町内での公民館祭り、文化祭
には毎年参加して日頃の練習の成果を聴いていただいていま
す。
' サークル会員相互の和気あいあいの雰囲気の中で稽古に励
んでいます。
　楽器については、手持ちで無くてもレンタル制度を利用で
きますので、気軽にご参加下さい。



団体(サークル)名 松伏津軽三味線サークル
活　動　内　容 津軽三味線定期練習、発表

主な活動場所・日時 多世代交流学習館メロディー　毎月第2、第4土曜日　17:00～18:00
会　　員　　数 ５人（男1人、女4人）
会　　　　　費 3,000円／月
指導者又は代表者 藤田淳昭、　黒田治
問　合　せ　先 黒田治　048-991-7762

特色・ＰＲ

団体(サークル)名 民謡・端唄サークル芳恵会
活　動　内　容 民謡・端唄・三味線

主な活動場所・日時
多世代交流学習館メロディー
民謡・端唄：毎月第1、第3金曜日　13時～16時

会　　員　　数 ８人（男3人、女5人）
会　　　　　費 2,500円／月
指導者又は代表者 秋野恵子、　上野勝之
問　合　せ　先 上野勝之　090-5314-7461

特色・ＰＲ

◎芸術・文化
○音楽・芸能

団体(サークル)名 ウクレレサークル　プリンセスマミー
活　動　内　容 ウクレレ

主な活動場所・日時 中央公民館　第4土曜日　10:00～12:00
「 会　　員　　数 ８人(男0人、女8人)

会　　　　　費 1,000円／月
指導者又は代表者 山崎吉美先生
問　合　せ　先 山崎吉美　048-962-5595　　090-3433-5739

特色・ＰＲ

○音楽・芸能

　民謡・端唄サークル芳恵会は、初心者を中心に発足して１０年以上がたちました。
　指導者はキングレコード専属の秋野恵子先生です。
　楽しい「民謡」と、粋な「端唄」の両方ともお稽古することが出来ます。
　また、春と秋には地区での大会もあり、出場することも出来ます。
　希望者は「三味線」のお稽古も可能です。
　お稽古の合間には会話も弾み、笑い声も絶えません。ぜひ見学にお越しください。
　ご興味のある方は上記まで、お気軽にお問合せください。皆様のご入会をお待ちしています。

　アローハ！！　アロハスピリットを大切に、仲間と笑顔をモットーに。
・ボランティア慰問
・田園ミュージック・フェスティバルで発表会
・市のイベントで参加　～会員さん、随時募集中～
　　　　　　　　　　　～ウクレレ貸し出し有り、体験もできます～
ウクレレを弾きながら歌って、一緒に楽しく過ごしませんか？
山崎先生は、高木ブーさんと長年活動していました。
現役フラダンサーでもあります。

◎芸術・文化
○音楽・芸能

　津軽三味線は民謡三味線とは異なる津軽独特の律動感と力強さがあり、その魅力に取りつかれ
た集団です。
　藤田先生より、各人のレベルに合わせた課題曲を丁寧に指導していただいており、いつの時点
で入会しても楽しく練習できます。興味のある方は是非見学を！

◎芸術・文化



◎芸術・文化
○音楽・芸能

団体(サークル)名 ウクレレメロディー
活　動　内　容 ウクレレ

主な活動場所・日時 多世代交流学習館メロディー　第１水曜日・第3水曜日(自主練習)
「 会　　員　　数 １２人(男3人、女9人)

会　　　　　費 1,000円／月
指導者又は代表者 山崎吉美先生、高野久夫
問　合　せ　先 高野久夫　090-3695-1483

特色・ＰＲ

団体(サークル)名 民謡を唄う会
活　動　内　容 皆で民謡を唄って楽しむ

主な活動場所・日時 多世代交流学習館メロディー　毎月第4水曜日　13時～15時
会　　員　　数 ２０人（男3人、女17人）
会　　　　　費 500円／回
指導者又は代表者 秋野恵子、　上野勝之
問　合　せ　先 上野勝之　090-5314-7461

特色・ＰＲ

団体(サークル)名 まつぶしフォトクラブ

活　動　内　容
デジタル写真の技術向上と撮影会作品研究会
上記写真の作品研究会、撮影会

主な活動場所・日時 中央公民館工芸室　毎月第2日曜日　13:00～16:00
会　　員　　数 ５人(男4人、女1人)
会　　　　　費 1,000円／月
指導者又は代表者 鈴木孝
問　合　せ　先 鈴木孝　048-991-5434

特色・ＰＲ

◎芸術・文化
○画像・映像

　私達のクラブは、結成以来３４年を迎えました。最初は何も分からない写真の好きな素人のク
ラブでしたが、現在は腕も上達し、各写真コンクールに入選しております。
　現在はデジタルカメラの写真が一般的になっており、デジタル写真に力を入れ、デジタル写真
の面白さ、又撮った写真の修正技術を学んでおります。
　撮影会は毎月近場の風景・花・スナップを撮影しています。写真に興味のある方は、上記迄連
絡下さい。初心者、経験者を問わず大歓迎します。
（パソコン、プリンターも使用可）

　ウクレレメロディーは毎月２回仲間が集まって楽しくウクレレ、歌の練習をしています。時々
フラダンスのみなさんと合同で会発表、イベントも行います。町の催しにも積極的に参加してい
きたいと思っています。
　みなさまの参加をお待ちしています。
※練習用のウクレレの貸出をします。

◎芸術・文化
○音楽・芸能

　毎月１回、第４水曜日に、三味線や尺八の生演奏で、誰でも良く知っているポピュラーな曲
や、習いたい曲などを皆で楽しく唄います。
　指導はプロの民謡歌手の秋野恵子先生です。
　皆様のご参加をお待ちしています。



団体(サークル)名 しきなみ短歌会　松伏支苑
活　動　内　容 短歌勉強会

主な活動場所・日時 外前野記念会館ハーモニー　第2日曜日　9:30～11:30
会　　員　　数 １５人(男2人、女13人)
会　　　　　費 1,000円／月
指導者又は代表者 短歌講師　横山肇
問　合　せ　先 大川君子　090-7661-0860

特色・ＰＲ

団体(サークル)名 勝手気ままないけばなサークル　ハピネス
活　動　内　容 華道

主な活動場所・日時 多世代交流学習館メロディー　毎月第３木曜日10：00～12：00

会　　員　　数 ９人(女9人)
会　　　　　費 2,000円（一回）
指導者又は代表者 指導者：鈴木恵美子　代表者：小室豊子

問　合　せ　先 鈴木恵美子　050-5883-6411

特色・ＰＲ

団体(サークル)名 蛙鳴会
活　動　内　容 書の勉強

主な活動場所・日時 外前野記念会館ハーモニー　月1回第2金曜日　14:00～16:00
会　　員　　数 １１人(男2人、女9人)
会　　　　　費 1,500円／月(会の運営費として)
指導者又は代表者 南楎青先生、　増田等
問　合　せ　先 増田等　048-992-3058

特色・ＰＲ

◎芸術・文化
○茶道・華道

　玄関に、リビングに、季節の花を飾ってみませんか？
　気軽に楽しめる「花生け」サークルです。初心者、経験者、大歓迎！花を生けてみたい方なら
どなたでもご入会いただけます。
　いけばなの楽しさは、花だけでなく、芽出しの枝物、花木、紅葉、実物まで、四季折り折りの
花材を使って、季節の移ろいや美しさを小さな器の中に表現することにあります。同じ材料を
使っても、誰ひとり同じ作品にならないのが不思議なところ。そして、楽しくわいわい生けたお
花を、ご自宅のお気に入りの場所へ。月に一度のお楽しみになること間違いなしです。
　ぜひ一度見学にいらして下さい。

◎芸術・文化
○書道

　平成11年松伏町の生涯学習講座終了後、教わった学習を今後生かしたいとの声によりまして有
志で親睦を深めるために会を発足しました。
　南　楎青先生の指導の基に基礎的書道、日常の書に役立つような勉強をしております。
　そして、初めての人にもわかり易いやさしい指導で楽しいです。
　どうぞ新会員の入会をお待ちしています。
　会員の役割りは1年交替になっています。

◎芸術・文化
○芸術・文化一般

　松伏支苑は、平成１７年に発足し、現在３０代～８０代の１５人で楽しく学んでいます。
　短歌は、３１音（５・７・５・７・７）の短い形の中に感動を詠みこみます。短歌を詠んでい
ると対象をじっと見るようになり自分の心と向き合い心を整えることが出来るようになります。
一緒に味わってみませんか。
お待ちしております。



団体(サークル)名 絵てがみ　あじさい会
活　動　内　容 絵てがみを描く

主な活動場所・日時 多世代交流学習館メロディー　第1金曜日　9:20～12:00
会　　員　　数 １０人(男0人、女10人)　入会歓迎
会　　　　　費 1,000円／月
指導者又は代表者 高山恵子、　代表　萩原田鶴子
問　合　せ　先 萩原田鶴子　048-991-8886

特色・ＰＲ

団体(サークル)名 若潮会（絵画サークル、美術連合所属）
活　動　内　容 絵画研修

主な活動場所・日時
第１月曜日9:00～12:00　町内現地スケッチ
第４水曜日13:30～17:00静物・人物　ハーモニー

会　　員　　数 １１人(男8人、女3人)
会　　　　　費 5,000円／年
指導者又は代表者 染谷栄
問　合　せ　先 染谷栄　048-991-3913　または090-3130-1053留守電

特色・ＰＲ

団体(サークル)名 絵画サークル　柚子の会
活　動　内　容 絵画制作

主な活動場所・日時 中央公民館　第2、第4土曜日　13:00～17:00
会　　員　　数 ２９人(男7人、女22人)
会　　　　　費 6,000円／3ヶ月、入会金1,000円
指導者又は代表者 染谷栄先生、 渡辺勝司
問　合　せ　先 渡辺勝司　048-991-4156

特色・ＰＲ

◎芸術・文化
○美術・工芸

　柚子の会は、平成元年に中央公民館で開講された油絵教室を母体に発足し、その教室の講師で
した染谷栄先生に引き続いての指導のもとに生涯の趣味として絵画制作を楽しんでいる仲間の
サークルです。
　活動内容は、油彩、水彩、パステルなどの一般絵画の制作、また、年一回は親睦を兼ねた研修
スケッチ旅行、または美術館めぐり等を行っております。
　常設展示、時には当柚子の会主催の絵画展を開催し、多くの皆さんに観て頂き、会員一同の励
みとし、また喜びとしております。
　趣味として興味のおありの方は、どうぞお問い合わせください。

◎芸術・文化
○美術・工芸

　平成10年7月に発足しました。
　最初は｢へたでいい、へたがいい｣とピーマンを描きました。
　花、野菜、魚、身近にあるもの、なんでも描く材料になります。
　はがき一枚に、こんな楽しさがあったのです。
　手描きカレンダー作りや、近くの公園に風景を描きにも行きます。
　春にはメロディー祭に、秋は町民文化祭に出展しています。
　「絵てがみを始めたら、道端の花や草なども、気をつけて見るように
なりました」と云われます。あなたも始めてみませんか。
　　　　絵てがみ人の集う部屋　緊張と笑いの渦　　　せつこ

◎芸術・文化
○美術・工芸

　若潮会は、昭和30年旧松伏中学校美術部ＯＢを対象に故横川孝好先生が卒業後の親睦と絵画へ
の変わらぬ情熱を願ってつくられた美術サークルです。
　現在、松伏百景をテーマに忘れがたい松伏の風景、建築、産物、人物等々を描き続け、毎年３
月中央公民館で開催の若潮展で発表しています。旧、新を問わず松伏両中学校美術部ＯＢのみな
さんの入会をお待ちしております。生涯の趣味としてみなさんで楽しみましょう。



団体(サークル)名 素描の会
活　動　内　容 デッサン

主な活動場所・日時 中央公民館工芸室　第２、第４木曜日　17:00～20:00
会　　員　　数 １０人(男4人、女6人)
会　　　　　費 2,000円／月、入会金2,000円
指導者又は代表者 染谷栄先生、　岡部節子
問　合　せ　先 岡部：048-992-4095

特色・ＰＲ

団体(サークル)名 松伏陶遊会
活　動　内　容 陶芸

主な活動場所・日時 中央公民館　毎週木曜日　13:00～17:00
会　　員　　数 ２４人(男4人、女20人)
会　　　　　費 1,000円／６ヶ月前払い　　入会金1,000円
指導者又は代表者 なし
問　合　せ　先 坂巻　美津枝　048-992-1265

特色・ＰＲ

団体(サークル)名 クラシック・バレエ・クラス
活　動　内　容 クラシック・バレエ・レッスン

主な活動場所・日時
中央公民館・外前野記念会館ハーモニー・多世代交流学習館メロディー
金19:00～21:00　　木18:00～21:00　土10:00～13:00

会　　員　　数 ３５人(男1人、女34人)
会　　　　　費 入会金5,000円、月4回6,000円、月6回8,000円、月8回10,000円
指導者又は代表者 伊藤多佳子（保育士免許あり）
問　合　せ　先 伊藤多佳子　048-992-0847

特色・ＰＲ
　クラシック･バレエの基本から丁寧に指導いたします。
　年一回、松伏町文化祭に参加又、発表会も行います。
　美しい音楽の中、あこがれのクラシック･バレエを踊ってみませんか。
　大人のバレエクラスも行っています。（木曜日10:00～11:30）
  ＨＰ　http://www.ito-ballet.com

◎芸術・文化
○美術・工芸

　陶遊会は文字どおり趣味の陶芸を楽しむ会です。現在は指導者がいませんが、会員同士教え合
いながら、各自の感覚で、花瓶・食器・茶器・置物等を自由に作って楽しんでいます。
　現在陶芸は人気があり、工芸室の作業台が満席状態です。
　空席出来次第入会出来ます。

◎芸術・文化
○舞踊

◎芸術・文化
○美術・工芸

　素描の会は、松校のデッサン教室が素で平成12年に発足したサークルです。木炭、鉛筆での
デッサンを中心に水彩、アクリル画等基礎を学びながら描く事の楽しみを一緒に体験してみませ
んか。
　少人数で和気あいあいと文化祭や展示会を励みに楽しく、夜の活動ですので、仕事帰りの方々
や男性の方々もお気軽にどうぞ。
皆皆様のご入会をお待ちしております。



団体(サークル)名 ダンス木秋サークル
活　動　内　容 社交ダンス

主な活動場所・日時 多世代交流学習館メロディー　第１～第４日曜日　15:00～17:00
会　　員　　数 １０人(男3人、女7人)
会　　　　　費 3,000円／月
指導者又は代表者 秋葉利夫先生・大木貞子先生
問　合　せ　先 大木和子　048-991-5823

特色・ＰＲ

団体(サークル)名 松伏社交ダンスサークル
活　動　内　容 社交ダンスレッスン

主な活動場所・日時 中央公民館　毎週金曜日　19:00～21:00
会　　員　　数 １０人(男5人、女5人)
会　　　　　費 1,000円／月
指導者又は代表者 長澤源太郎
問　合　せ　先 長澤源太郎　048-991-4488、　佐藤伊子　048-991-5576

特色・ＰＲ

団体(サークル)名 松伏フォークダンスクラブ
活　動　内　容 フォークダンスのレッスン

主な活動場所・日時 多世代交流学習館メロディー　月３～４回火曜日　13:00～15:00
会　　員　　数 ８人(男0人､女8人)
会　　　　　費 1,000円／月
指導者又は代表者 松本よね子先生、　代表　野手加代子
問　合　せ　先 野手加代子　048-991-4437

特色・ＰＲ

　ダンスを楽しみながら、健康管理をしましょう。
　社交ダンスは、有酸素運動には最適なスポーツです。
　初心者の方、大歓迎です。
　入会お待ちしております。

◎芸術・文化
○舞踊

　私達は、年齢性別に関係なくフォークダンスが大好きな人の集まりです。
　毎回、松本先生の優しくて熱心な指導の下、世界の色々な国のフォークダンスを楽しくレッス
ンしています。そして、町の文化祭やメロディー祭にも積極的に参加しています。友達も増えて
健康にもよいしストレス発散にもなっています。
　是非、一度見学にお出でください。お待ち致しております。

◎芸術・文化
○舞踊

　ダンス木秋サークルは、毎週日曜日が待ち遠しくなるようなサークルです。「ダンスは、楽し
く、笑顔で踊るのが一番｣と、先生はいつも笑顔で迎えてくれて、細かく一つ一つ丁寧に教えてく
れます。
　私達は、ダンスは全く初めてですが、今では日曜日のレッスンが楽しみです。
　いつも優しく教えてくれる先生だからです。私は入会して本当に良かったと思います。
　初心者の方、経験者の方も一度、見に来てください。お待ちしています。

◎芸術・文化
○舞踊



団体(サークル)名 瑞穂会
活　動　内　容 日本舞踊

主な活動場所・日時 中央公民館　第１、第３、第４金曜日　13:00～17:00
会　　員　　数 ７人(男0人、女7人)
会　　　　　費 4,000円／月
指導者又は代表者 立寿俊(佐々木優子)、　金井孝子
問　合　せ　先 金井孝子　048-992-2394

特色・ＰＲ

団体(サークル)名 マハナ・フラサークル
活　動　内　容 フラ

主な活動場所・日時 中央公民館　月３回水曜日または木曜日19:30～20:45
会　　員　　数 ４人(男0人、女4人)
会　　　　　費 3,500円／月
指導者又は代表者 Ka lei hinano Miki、　荻野裕佳里
問　合　せ　先 荻野裕佳里　090-5829-2419　 yukari-loves-musashi＠docomo.ne.jp

特色・ＰＲ

団体(サークル)名 ハニーフラ
活　動　内　容 フラダンス

主な活動場所・日時 多世代交流学習館　毎週金曜日 9:00～11:00
会　　員　　数 ６人(男0人、女6人)
会　　　　　費 2,500円／月
指導者又は代表者 山崎吉美先生、井澤典子
問　合　せ　先 井澤典子　090-7838-2186

特色・ＰＲ
　ハニーフラは踊りの好きな仲間が集まって楽しく練習しています。
　音楽にあわせて踊っていると時間の経つのも忘れるほどです。
　ぜひ一緒に踊りましょう。

　私達瑞穂会は、新舞踊（古典、詩吟舞踊、民踊）
を中心に明るく、健康に、和気あいあいにお稽古し
ております。舞踊の基本から丁寧に、又、できない
所は何度でも繰り返し教えていただけますので、初
心者の方も、すぐ参加していただけると思いますの
で、どうぞお気軽にお問い合わせ下さい。
　まずは、見学をお待ちしております。

◎芸術・文化
○舞踊

　マハナ・フラサークルは基本を大切に年齢・レベルに合わせて楽しくレッスンをしています。
　初心者の方、大歓迎です。
　見学・無料体験あります。
　詳細はお気軽にお問い合わせください。

◎芸術・文化
○舞踊

◎芸術・文化
○舞踊



団体(サークル)名 ダイアナ，ダイコウ，ダイトウ　ダンスとえいご♡
活　動　内　容 ダンス（ヒップホップやジャズなど）と英語

主な活動場所・日時
多世代交流学習館メロディー、中央公民館
土曜日…11:00～17:00頃まで　平日…19:00～20:00頃まで

会　　員　　数 ９人(男3人、女6人)
会　　　　　費 初回無料。２回目以降は１時間1400円
指導者又は代表者 ノワ　ヘネロソ、　ダイアナ　ソリア
問　合　せ　先 ダイアナ　ソリア　080-5401-9948

特色・ＰＲ

団体(サークル)名 松伏吟友会
活　動　内　容 詩吟を吟じて楽しみ、心のリフレッシュに役立てましょう

主な活動場所・日時 不定
会　　員　　数 １０人(男5人、女5人)
会　　　　　費 部屋代相当
指導者又は代表者 梅山洋一
問　合　せ　先 梅山洋一　048-991-7627

特色・ＰＲ
　日本古来の文化である、詩吟を楽しみましょう。
　気持をすっきりさせ、精神統一に役立ちます。
　詩吟は、上手・下手ではありません。お腹から声を出して吟ずることでストレス解消となり、
自然と健康体になり、元気な生活となります。
　お気軽においでください。　お待ち致しております。
　初心者大歓迎！

◎芸術・文化
○舞踊

・５０代以上の方には優しいダンスエクササイズ、経験者の方にはプロのダンスを教えます。
・未経験の方にはこれから教えます。経験者の方はもっと上手になります。
・ダンスが上達したらイベントに出られます。
・英語をもっと覚えたい方には、英語を個別に教えます。

興味がある方や自粛生活で体が鈍った方、授業が無くなったり減ったりして英語力が下がったり
した方は一石二鳥ですよ！
是非、一緒にダンスをしながら英語を学びましょう！！（４歳から）
少しでも興味がある方は気軽にお問い合わせください。

◎芸術・文化
○文学・文芸


