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№ 団体名 活動内容 サークル紹介文 活動日時 活動場所 会員数 会費 会員

2
米津さわやか会　歌
クラブ

歌のみ　歌に振付け
つけて

みんなで練習曲を決め、１曲は歌をもう１曲に振付けし慰問に
も行っています。

毎月１回　第３木曜日
　　 午後７時～８時３０分

米津ふれあいセンター  １１名 年額１，５００円 募集中

3 西尾合唱団 合唱
１９６１年創立、１２月２３日に第７９回の定期公演を開催。毎
回、プロのオーケストラと共演し、古今の芸術的大作の演奏に
取り組んでいる。

毎週２回　 土・日曜日
　　午前９時～午後４時

中央ふれあいセンター
市民活動センター

 ３０名

月額３，５００円
　定期公演会
毎３０，０００円

（年２回）

募集中

4 楽しいコーラス 合唱
グループ名のごとく、みんなで楽しく歌うことをモットーとしてい
る。

毎月２回　第２・４火曜日
　　午前１０時～正午

寺津ふれあいセンター  ３６名 月額１，１００円 募集中

5 よねづ男声コーラス 合唱
昨年（２９年）３月に結成5周年の発表会を１０周年の女声コー
ラスと合同で行いました。毎年２月と９月の発表会をめざして
月２回の練習をしています。

毎月２回　第２・４日曜日
　　午後６時～８時

米津ふれあいセンター  １７名 年額１２，０００円 募集中

6 たものきコーラス コーラス
先生の熱心なご指導のおかげで始めてから１２年を過ぎ、お
なかの底から声を出して元気の元を実感しています。メンバー
と声を合わせる楽しさを一緒に始めませんか。

毎月２回　第１・３水曜日
　　 午後１時３０分～３時３０分

米津ふれあいセンター  ２２名 ３カ月額４，０００円 募集中

7
茶ノ花会
ふれあいコーラス

コーラス
茶ノ花会ふれあいコーラスは１０周年を迎えました。皆さん、和
気アイアイと楽しんでいます。先生はとってもユーモラスです。
笑いが絶えないです。

毎月２回　第１・３金曜日
　　 午前１０時～正午

西野町ふれあいセン
ター

 ３４名 年額１１，０００円 募集中

8
コーラスグループ
☆りりぃ

コーラス
童謡、懐メロなどの歌を練習し、年間５・６か所の高齢者施設
を訪問してディーサビスの利用者の方と一緒に歌っています。

毎月２回　第１・３土曜日
　　 午後７時～８時３０分

吉良町公民館  １１名
年額６，０００円

＋部屋代
募集中

9 コール・メロディシュ コーラス
芸能祭（１１月）に参加することを目標に楽しく練習していま
す。二部合唱が主で、楽譜が読めなくても全く問題ありませ
ん。

毎月３回　第２・３・４土曜日
　　 午後７時～８時３０分

幡豆いきいきセンター  １５名 月額１，５００円 募集中

10 ドレミファコーラス コーラスの練習

私たちドレミファコーラスは２０１１年１０月に発足しました。毎
回、ユーモアあふれる兵藤先生のご指導のもと、楽しく歌って
笑っています。今年まで３年連続で市民音楽祭に出演させて
頂きました。団員募集中です。お気軽に見学にいらしてくださ
い。

毎月２回　第２・４火曜日
　　 午後１時３０分～３時３０分

室場ふれあいセンター  ４０名 月額１，２５０円 募集中

11 西尾さざ波コーラス 女声コーラス
昭和３５年の結成以来、今年で５９年目となる女声合唱団で
す。３０代から８０代と幅広い年代の歌の好きな女性が集まり、
練習しています。

毎週１回　 木曜日
　　午前１０時～正午

中央ふれあいセンター  ３０名 月額３，０００円 募集中

12
コーラスクラブグリー
ン

楽しく体を動かし合
唱練習します

最初にストレッチで体を動かし、次に発声練習等をして、歌の
指導をしていただきます。先生のユーモアある指導に一同楽し
い２時間です。

毎月２回　第１・３木曜日
　　 午前１０時～正午

福地ふれあいセンター  ６０名 月額１，０００円 募集中

23
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13
市民ゴスペルグルー
プワンボイス西尾

ゴスペル
歌うことは素敵なこと。お腹の底から思いきり歌えば輝く笑顔
に！わかりやすい指導で、初心者も安心！さあ一緒に歌いま
しょう♪

毎月３回　金曜日
　　午後７時１０分～８時４０分

中央ふれあいセンター  ２０名 月額３，５００円 募集中

14
市民ゴスペルグルー
プワンボイス一色

ゴスペル
思いきり声を出す爽快感！みんなで歌う一体感！歌えば輝く
笑顔に！わかりやすい指導で初心者も安心！さあ一緒に歌い
ましょう♪

毎月３回　木曜日
　　 午後７時１０分～８時４０分

一色町公民館
吉良町公民館

 １５名 月額３，５００円 募集中

15
市民ゴスペルグルー
プワンボイス吉良

ゴスペル
歌うことは素敵なこと。リズムに乗って思いきり歌えば、心も体
も元気いっぱい！わかりやすい指導で安心！さあ、一緒に歌
いましょう♪

毎週３回　木曜日
　　 午後７時３０分～８時４０分

吉良町公民館  １５名 月額３，５００円 募集中

17 敏加会八ッ面教室 民謡
三味線、尺八の伴奏で唄い、曲によっては、銭太鼓やササラ
等、和楽器を使い、和気あいあいと楽しんでいます。

毎週１回　水曜日
　　 午後７時～９時

八ッ面ふれあいセン
ター

 １０名 月額２，５００円 募集中

18 さつき会 民謡
年齢は問わず、現在も昼間は働いていますので夜のおけいこ
です。月２回でたまには、皆んなで世間話をしながら楽しく体を
動かしています。

毎月２回　第１・３火曜日
　　 午後２時～３時３０分

福地ふれあいセンター  ５名 月額２，０００円 募集中

20 劇団ふぐ 演劇
不定期で（公演が決まれば）集まり、皆でワイワイ、ユルユル、
時にはキビシク楽しく真面目にお芝居をやっています。

不定期
      午後７時～９時

西野町ふれあいセン
ター

 １０名 月額１，０００円 募集中

21 音楽を楽しむ会 音楽・歌 音楽（歌）を皆で楽しく歌っています。
毎月１回　第２木曜日
　　 午後１時３０分～３時１５分

福地ふれあいセンター  １２名 ３ケ月１，０００円 募集中

22
八ツ面カラオケクラブ
Ａ

カラオケ
カラオケで好きな歌を唄って楽しんでいます。毎月１回老人
ホームへの慰問活動も行っています。

毎週１回　火曜日
　　 午後１時～５時

八ッ面ふれあいセン
ター

 １５名 年額１，０００円 募集中

23
八ツ面カラオケクラブ
Ｃ

カラオケ カラオケで好きな歌を唄って楽しんでいます。
毎月２回　第２・４水曜日
　　 午後１時～午後５時

八ツ面ふれあいセン
ター

 ７名 年額１，０００円 募集中

24
茶ノ花会
カラオケクラブ

カラオケの練習
大きな声で唄うことで健康を維持し唄うことの好きな仲間とふ
れ合い語り合い楽しんでいます。

毎週１回　日曜日
　　 午前９時～正午

西野町ふれあいセン
ター

 １５名
年額１，０００円

テープ代月５００円
募集中

25 詩吟クラブ 詩吟
詩吟を通じ、心身の健康と豊かな人生に繫げ、又、施設の慰
問による社会貢献、三河岳精会の行事への参加等、幅広く活
動しています。

毎週１回　金曜日
　　 午前１０時～正午

八ッ面ふれあいセン
ター

 ７名 月額２，５００円 募集中

26 吟楽会 詩吟
詩吟を通じ、心身の健康と豊かな人生に繫げ、又、施設の慰
問による社会貢献、三河岳精会の行事への参加等、幅広く活
動しています。

毎週１回　火曜日
　　 午前１０時～正午

八ッ面ふれあいセン
ター

 ８名 月額２，５００円 募集中
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27 嚶嚶教場 詩吟
詩吟はお腹から声を出す事で健康にもよくストレス解消にもな
ります。漢詩・和歌・俳句等を全身で吟じると心が洗われ気分
が爽やかになります。

毎月４回　火曜日
　　 午後７時～９時

室場ふれあいセンター  ５名 月額２，５００円 募集中

28 峰遊会 詩吟

日本吟詠学院・峰遊会として、昭和５５年１月設立し、幡豆地
域文化協会に加入し、はず文協まつり、はず文化祭、芸能祭、
又近隣市町文化協会とも交流し、日本の伝統である吟詠を楽
しんでいます。

毎月３回　土曜日
　　 午後１時３０分～３時３０分

幡豆公民館  ５名 月額１，０００円 募集中

30 愛吟会 詩吟の練習
腹式呼吸で漢詩や和歌などを吟じ、健康増進を兼ねて家族的
な雰囲気で雑談も交えながら楽しく練習しております。

毎週１回　火曜日
　　 午後７時３０分～９時

幡豆ふれあいセンター  ４名 月額３，０００円 募集中

31 こどもの国吟詠会 詩吟の朗詠の練習
社会法人日本詩吟学院認可三河岳風会支部・蒲郡岳風会の
幡豆教場として活動している。詩吟の朗詠に関心のある方の
参加を期待しております。

毎月３回　第１・２・４土曜日
　　 午後２時～４時

幡豆公民館  ５名 月額１，８００円 募集中

32 平坂詩吟クラブ 詩吟朗詠
本年度　日本吟城流より独立し西尾詩吟同好会を設立。２６名
の会員で発足、西尾文化協会会員で市内三教場があり詩吟
朗詠で楽しく活動

毎月３回　第１・２・３火曜日
　　 午後１時３０分～３時

矢田ふれあいセンター  １３名 月額１，５００円 募集中

33 詩吟クラブ桜木 詩吟朗詠
還暦からスタートした当サークルは、既に１８年経過しました。
平均年齢は７８歳。大声を腹の底から出してボケ防止に努め
ています。ストレス防止、ボケ防止を希望の方は当教室へ。

毎月３回　　第１．２．４金曜日
　　 午後３時～４時３０分

西野町ふれあいセン
ター

 ８名 月額１，５００円 募集中

34
三河岳精会西尾菱池
教場

詩吟を通じて福祉活
動

西尾菱池教場は、日本古来の歴史を通じて漢詩・俳句・現代
詩を吟ずることにより、真善美を求め互いに励まし助け合い今
が人生だを生きがいに活動しています。

毎月４回　木曜日
　　 午前１０時～正午

福地ふれあいセンター  １０名 月額２，５００円 募集中

35 玉扇流玉扇会 詩舞
舞踊部が発足して３年。皆で和気あいあいと詩舞を通して体
力の維持増進や脳の活性化を図り、楽しくお稽古しています。

毎週１回　金曜日
　　 午後１時３０分～３時３０分

吉良町公民館  ５名 月額３，０００円 募集中

36
日本壮心流　幡豆教
場

詩舞の練習
私達は日本壮心流です。（幡豆教場）家元の指導のもと礼と節
を重んじた剣詩舞のグループです。趣味と健康な体・・・仲間と
の和を重んじ楽しく練習しています。

毎週１回　水曜日
　　　午前９時～正午

横須賀ふれあいセン
ター

 ７名 月額２，０００円 募集中

37 大河 鳴子踊り
チームのモットーは「今できる精一杯」観てくださる皆様を「楽し
く」「元気に」「笑顔」なっていただけるような演舞を目指してい
ます。三河を中心に各種イベントに参加しています。

毎週　金曜日
　　 午後６時～９時

三和ふれあいセンター  １０名
月額１，５００円

＋別途
募集中

38
吉良小唄保存会・菊
夕会

吉良小唄・民踊

第２、４木曜日の月２回踊りの好きな者が練習しています。イ
ベントに参加して地域の方に楽しんで頂いていると思います。
吉良小唄の踊りを伝承していきたいと、仁吉まつり、きらまつり
各種イベントに参加。

毎月２回　第２・４木曜日
　　 午後７時～９時

横須賀ふれあいセン
ター、源徳寺、コミュニ
ティー公園、華蔵寺、吉
田小

 １３０名 年額１，０００円 募集中

25



　　　《歌・芸能・ダンス》 26

№ 団体名 活動内容 サークル紹介文 活動日時 活動場所 会員数 会費 会員

39
ふれあいセンター
民踊クラブ

民踊
西野町公民館が開館と同時に、館長・町内会長のお力添えで
民踊クラブが出来ました。校区の盆踊り大会、敬老会等の協
力をさせていただいています。

毎週１回　木曜日
　　 午前９時～午後１時

西野町ふれあいセン
ター

 ５名 年額１５，０００円 募集中

40 幡豆民舞会 民舞
２００５年の愛知万博を機に発足、以来地元に伝わる歌や踊り
の伝承を目的に楽しい雰囲気の中で稽古を重ね各イベント
や、保育園等で踊っています。

毎月１回　第３土曜日
　　 午後７時～９時

幡豆ふれあいセンター  ３２名 年額１，０００円 募集中

41 弥月会 日本舞踊
まずは、民族衣装である着物を自分で着る楽しみを感じ、その
着物を着てなじみのある曲で練習をし、成果発表を舞台等で
する。

毎週１回　火曜日
　　 午後１時～９時

西野町ふれあいセン
ター

 ８名 月額５，０００円 募集中

42 三葉流　三葉会 日本舞踊
幼児からご年配と年齢に合ったご指導いたします。日舞を習
得しながら立ち振る舞い、協調性を身に付けます。健康維持
にも役立ちます。

毎月４回　金曜日
　　 午後１時～５時

鶴城ふれあいセンター  ２０名
月額５００円
＋講師謝礼

募集中

43 五織流　輝樹会 日本舞踊
幡豆地域文協・吉良地域文協を主に西尾等で年８回の舞台を
務める踊りの好きな人の集いです。

毎週１回　土曜日
　　 午後１時～５時

幡豆・吉良・西尾  １２名 月額５，０００円 募集中

44 寿栄貴美会 日本舞踊
老若男女を問わず楽しみながら古典と伝統の美しさ、大切さを
肩を張らずに学びながら踊る事を楽しむ会です。「和」がモッ
トーです。

毎月３～４回　火曜日
　　 午後６時３０分～９時

幡豆ふれあいセンター  ７名 年額２，０００円 募集中

45 西川流花水木会 日本舞踊
私達西川流花水木会は「頭と身体の活性化」をモットーに古典
から歌謡曲まで幅広くお稽古しています。

毎週１回　水曜日
　　 午前９時～午後１時

矢田ふれあいセンター  ７名 月額１，０００円 募集中

46 日本舞踊・壽流 日本舞踊の指導
日本人でありながら、日本の舞踊の楽しさを味わっています。
会員募集中、特にグループ会員。１グループ５名から。

毎月２～３回　　金曜日
　　 午後３時～５時

米津ふれあいセンター  ４名 月額３，０００円 募集中

47
日舞・新舞踊教室（菊
の会）

歌謡舞踊・日本舞踊
私達は西尾市文化協会に入会しています。年一度の邦楽大
会で文化会館（大ホール）に出演します。又施設訪問のボラン
ティアにも行きます。

毎月３回　水曜日
　　午後１時～３時

中央ふれあいセンター  ８名 月額１，０００円程度 募集中

48 ばらの会 フォークダンス
年齢に関係なく、男女に分かれてリズムに乗りいろいろな国の
フォークダンスを踊ります。頭の体操になります。笑いが絶え
ません。

毎月４回　金曜日
　　 午後１時～３時

八ッ面ふれあいセン
ター

 ３０名 月額３，０００円 募集中

49
プアラニ　フラスタジ
オ西尾

フラダンス
明るく楽しく美しく、身体と脳の健康のために長く続けられるの
がフラです。時々ディサービスなどに笑顔を届けに行っていま
す。

毎月２回　土曜日
　　午前１０時～午後５時

寺津ふれあいセンター  １９名 月額１，０００円 募集中

51
ハーラウ　オ　プアメリ
ア

フラダンス
ハワイの先生に師事し、皆で美しいフラを目指して練習してい
ます。各地のイベント、ボランティア活動に参加してフラを楽し
んでおります。

毎月２回　土曜日
     午後７時～９時

米津ふれあいセンター  １２名 月額２，０００円 募集中
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52
ハーラウ　オ　プアメリ
ア

フラダンス
ハワイの先生に師事し、皆で美しいフラを目指して練習してい
ます。各地のイベント、ボランティア活動に参加してフラを楽し
んでおります。

毎月２回　第１・３水曜日
　　 午後１時３０分～２時４０分

八ッ面ふれあいセン
ター

 １０名 月額２，０００円 募集中

53
ハーラウ　オ　プアメリ
ア

フラダンス
西尾を中心に活動しているフラグループです。皆で美しく揃え
て踊ることを目指して練習しています。フラを通して各地のイベ
ントやボランティアに参加してフラを楽しんでいます。

毎月２回　第１・３金曜日
　　 午後７時３０分～８時４０分

吉良町公民館  １０名 月額２，０００円 募集中

54 西尾マヒナ フラダンス
私たちは、４０代から７０代がフラを楽しみながら４月の発表会
に向けて練習しています。気軽にいつでも見学体験できます。

毎月２回　第２・４金曜日
　　 午後２時～３時３０分

室場ふれあいセンター  ８名 月額２，９５０円 募集中

55
プアラニ・フラ・スタジ
オ

フラダンス
明るく楽しく美しく、身体と脳の健康のために長く続けられるの
がフラです。時々デイサービスなどに笑顔を届けに行っていま
す。

毎月２回　火曜日
　　　午後１時～３時３０分

三和ふれあいセンター  ８名 月額１，０００円 募集中

56
ハーラウオ　プアメリ
ア　幡豆モアナ

フラダンス
ハワイの先生に師事し、皆で美しいフラを目指して練習してい
ます。各地のイベントやボランティア活動に参加してフラを楽し
んでおります。

毎月２回　第１・３火曜日
　　 午後７時３０分～８時４０分

幡豆公民館
幡豆いきいきセンター

 １２名 月額２，０００円 募集中

57 Ｒeleve クラシックバレエ
ルルヴェは、２００８年に発足したクラシックバレエのサークル
です。幼児から大人、初心者から経験者まで楽しく活動してお
ります。

毎月４回　毎週火曜日
　　 午後１時～５時

八ッ面ふれあいセン
ター

 ２０名 問合せ 募集中

58
エッセンシャル・バレ
エ

クラシックバレエ
バレエの基礎を重視して、緻密なレッスンを楽しく行っていま
す。身体が硬くても大丈夫です。初心者大歓迎です。痩せる目
的もOKです。

毎週１回　木曜日
　　 午後７時～８時３０分

八ッ面ふれあいセン
ター

 ５名 月額３，０００円 募集中

59 Ａｌｌonge クラシックバレー
市の生涯学習講座から発展して組織されたクラシックバレエの
サークルです。現在は、幼児から大人まで楽しく活動しており
ます。

毎月４回　木曜日
　　 午後５時～９時

米津ふれあいセンター  ２０名 問合せ 募集中

60
スイングダンス　にし
お

ペアダンス
ポップスの曲に合わせ、手をつなぐ程度のペアダンスを楽しん
でいます。引き合う力で姿勢がとても良くなります。

毎週１回　水曜日
　　 午後７時３０分～９時

西野町ふれあいセン
ター

 ５名
月額４，０００円
＋１回１２００円

募集中

61
フレンダーにしおクラ
ブ

社交ダンス
週に一度集まって、新しく発表されたダンス及び、復習のダン
スの練習をやっています。

毎週１回 　土曜日
　　午後１時～４時

中央ふれあいセンター  １０名 月額１，０００円 募集中

62 レッツ・ダンス 社交ダンス
毎週火曜日午後７時～９時までの間、社交ダンスの練習をし
ています。年２回のパーティーと親睦会を開催。ぜひ仲間に入
りませんか。

毎週１回　 火曜日
　 　午後７時～９時

中央ふれあいセンター  １４名 月額３，５００円 募集中

63 木曜ダンスサークル 社交ダンスの練習
各人、それぞれ、先生にならった社交ダンスの復習を主とし
て、皆で練習をしています。

毎週１回　 木曜日
　　午後７時～９時

中央ふれあいセンター  １６名 皆で会場費を負担 募集中

27
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64 水曜ダンスサークル ダンス練習 １０名程にて　新しいステップ練習
毎週１回　 水曜日
　　午後７時～８時４５分

中央ふれあいセンター  １０名 月額５００円 募集中

65
ふれあいひよっ子クラ
ブ

社交ダンス １人１人が楽しんでレッスンをしています。
毎週１回　火曜日
　　 午後７時３０分～８時３０分

米津ふれあいセンター  １０名 月額４，０００円 募集中

66 鶴城ダンスサークル 社交ダンス
当ふれあいセンターの講座から発足し、会員の技術向上と健
康な体づくりを目指して活動しています。

毎週１回　金曜日
　　 午後７時３０分～９時

鶴城ふれあいセンター  ２２名 月額３，０００円 募集中


