
　　　《楽器演奏》

№ 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

1
ウクレレサークルＨ
alo ｈalo

ウクレレ
初心者歓迎。ウクレレを持っていない人には、ウクレレをお貸
ししますので、まずは体験してみてください。

毎月２回　 第２・４日曜日
　　午後１時３０分～３時３０分

吉良町吉田地区コミュニ
ティセンター

 １０名 １回１００円 募集中

2 ウクレレサークル ウクレレ
ウクレレ教室を始めて。５年近くになります。ハワイの曲を中心
になごやかな雰囲気でいつかハワイで弾けたらいいなと思い
ながら教えてもらっています。

毎月１回　第３土曜日
　　午後１時～５時

中央ふれあいセンター  ６名 月額１，５００円 募集中

3 ウクレレ同好会 ウクレレの演奏
講座で参加された方が延長して、いろいろな曲を練習していま
す。

毎月１回　第４土曜日
　　 午前１０時～１１時３０分

幡豆公民館  ５名
月額１，２００円

＋会場費
募集中

4
aka aka ウクレレクラ
ブ

ウクレレの練習
活動をはじめたばかりのサークルです。初心者を中心に活動
しています。

毎月２回　第２・４木曜日
　　 午後７時１５分～８時４５分

吉良町公民館  ９名 月額１，５００円 募集中

5 ウクレレクラブ ウクレレの練習 ウクレレの基本から楽しく学びます。
毎月２回　火曜日
　　 午後１時３０分～３時３０分

横須賀ふれあいセンター  ７名 月額２，０００円 募集中

6 オカリナハートズ オカリナ
ジャンルを問わない選曲でアンサンブルに取り組んでいます。
少しでも癒しの音色が出せるように練習に励んでいます。

毎月２回　第１・３火曜日
　　　午後１時３０分～３時

幡豆公民館  ７名 月額２，０００円 募集中

7
ライリッシュ・オカリナ
ローズガーデン

オカリナ
オカリナという素朴な楽器で童謡や歌謡曲など楽しみながら練
習しています。オカリナを通して親睦を深めています。

毎月２回　第２・４火曜日
　　　午後２時～３時３０分

福地ふれあいセンター  １０名 月額２，０００円 募集中

8
ライリッシュ・オカリナ
会グリーンティー

オカリナ演奏
私たちはオカリナという素朴な楽器で、童謡や歌謡曲などを吹
けるように、楽しみながら練習しています。

毎月２回　第１・３水曜日
　　 午前９時４５分～１１時１５分

西野町ふれあいセンター  ７名 月額２，０００円 募集中

9
ライリッシュオカリナ
会オレンジガーデン

オカリナを通して親
睦を深める

オカリナという素朴な楽器で童謡や歌謡曲など楽しみながら練
習しています。

毎月２回　第２・４金曜日
　　　午前１０時１０分～１１時３０分

福地ふれあいセンター  ８名 月額２，０００円 募集中

10 ドラム同好会 ドラム技術向上
音楽（ドラム）を楽しみ、コミュニケーションを図り、共に技術向
上に励む。

毎週１回　火曜日
　　 午後２時～４時

米津ふれあいセンター  ８名 月額５，０００円 募集中

11
西尾ハーモニカフレ
ンズ室場

ハーモニカ
平成２９年５月室場ふれあいセンターにて開講された復音ハー
モニカ講座（全１０回）の受講生により明るく、楽しくハーモニカ
演奏の基礎的な技術の向上を目的に発足したサークルです。

毎月２回　第１・３土曜日
　　 午後１時３０分～３時３０分

室場ふれあいセンター  １３名 月額２，０００円 募集中

12 ハモニカフレンド ハーモニカ
複音ハーモニカによる奏法を、ドレミより懇切丁寧なご指導に
より、楽しく無理なく練習中です。練習曲が童謡、唱歌、演歌
等幅広く練習日が待遠しく思われる日々です。

毎月２回　第２・４日曜日
　　 午前１０時～正午

矢田ふれあいセンター  ４名
月額２，２００円

（会場費２００円）
募集中
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13
西尾ハーモニカサー
クル

ハーモニカの練習

ハーモニカ特有のやさしい音色で吹けるよう、基本の練習と独
奏練習を重ねるとともに、複音、バス、コードハーモニカを合わ
せた合奏を楽しんでいる。その成果を年間２・３回舞台で発表
するハーモニカサークルです。

毎月２回　第１・３火曜日
　　午後２時～４時

中央ふれあいセンター  ８名 月額３，０００円 募集中

14 西野町ハーモニ会 ハーモニカの練習
懐かしの歌謡曲や童謡など楽しく練習しています。サークルに
なってまだ１年の新しいグループです。ハーモニカに興味があ
る方はぜひ見学に来てください。

毎月２回　第１・３水曜日
　　 午後２時～４時

西野町ふれあいセンター  ６名 月額２，３００円 募集中

15
西尾ハーモニカすみ
れ会

ハーモニカの練習

生涯学習講座をきっかけに、サークルを作り、現在の会員は５
名です。皆さん５０代で始め、今では６０代後半になってしまい
ました。おしゃべりを交えて楽しく練習しています。興味のある
方はぜひ見学に来てください。待ってます。

毎月２回　火曜日
　　 午後７時～９時

吉良町公民館  ５名
月額２，０００円

＋使用料
募集中

16
幡豆ハーモニカクラ
ブ　レッドフラワーズ

ハーモニカ練習
髙橋、山本両先生のやさしく丁寧なご指導のもとなごやかな雰
囲気で楽しく練習しています。演奏も依頼があれば伺い、共に
楽しんでいます。

毎月２回　第１・３火曜日
　　 午後３時～５時

幡豆ふれあいセンター  １０名 月額２，０００円 募集中

17 たものきフレンズ バンド演奏
ドラム・ギター等の楽器で主にフォークソングや７０年代の昭和
歌謡の演奏がメインです。個性が豊なバンドです。

毎月２回　第１・３日曜日
　　午後６時～９時

米津ふれあいセンター  ６名 月額１，５００円 募集中

18
ボランティアバンド
みかわふらわぁ

バンド活動
音楽好きがあつまっています。楽譜にこだわらず、気ままに演
奏。一度見においでん。（初心者むきではありません）

毎月１回　第３か４土曜日
　　 午前９時～午後４時

米津ふれあいセンター  ８名 場所代 募集中

20 アンサンブル西尾 楽器のアンサンブル
楽器経験者がアンサンブルを楽しむ会です。主に演奏の依頼
があった時に、都合の合うメンバーが集まり、選曲・練習をしま
す。

不定期 中央ふれあいセンター  １２名 かかった費用を人数割り 募集中

21
キーボードサークル
「クッキィ」

キーボード演奏
ポップス・演歌を中心にキーボードの自動伴奏（簡単なコード）
を使って両手で演奏を楽しみます。

毎月１回　第４金曜日
　　 午後１時～３時３０分

西野町ふれあいセンター  １１名 月額５００円 募集中

22 セレクトT ギター練習
毎月第２・４土曜日に活動をしています。ギターを弾く事を楽し
むメンバーが集まっています。ぜひ一緒に楽しみましょう。

毎月２回　第２・４土曜日
　　 午後１時３０分～３時３０分

鶴城ふれあいセンター  ７名 月額２，０００円 募集中

23 ウインドブレス西尾
コンサート、コンクー
ル、コンテスト等

私どもウインドブレス西尾はまだ３年目の若い吹奏楽団です。
今後も精力的に活動していく所存です。どうか宜しくお願い致
します。

毎週１回　日曜日
　　午後１時～５時

米津ふれあいセンター
西野町ふれあいセンター

 ４０名 月額１，０００円 募集中

24

ヘルマンハープアン
サンブル＜ハピロー
ザ＞

ヘルマンハープ演奏
ヘルマンハープを演奏しながら療しの音色にいやされていま
す。ハーピストどうしもとても仲良しです。デイサービスの演奏
活動も楽しいですよ。是非見学にいらしてくださいネ。

毎月２回　第１・３木曜日
　　 午前９時～正午

福地ふれあいセンター  ９名 月額２，０００円 募集中

25
三ヶ根マーチング
キッズ

マーチングバンド
小学生３年～６年のマーチングバンドです。今年で結成２２年
になります。初心者でも大丈夫ですので入会をお待ちしていま
す。

毎週１回　土曜日
　　 午前９時３０分～１１時３０分

幡豆小学校体育館
幡豆ふれあいセンター

 ２３名 月額１，０００円 募集中
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26 尺八友の会 尺八
講師の指導の下に、初心者が集まって日本の伝統的な楽器
「尺八」への練習をし、その優雅な音色を楽しんでいます。

毎週１回　火曜日
　　 午前９時３０分～１１時３０分

三和ふれあいセンター  ７名 会場使用料のみ 募集中

27 尺八愛好会 尺八
尺八は日本の古典楽器の中で、日本の詫び、錆びの心を奏で
る楽器です。尺八を通して心豊かに楽しく人生を暮らしましょ
う。定期練習、発表会、慰問活動を行っています。

毎月２回　第１・３土曜日
　　 午後５時～９時

幡豆ふれあいセンター  ５名 年額４，０００円 募集中

28
竹司会（琴古流尺八
宗家竹友社新属）

尺八の練習

昭和６２年１０月１日竹司会設立総会により立上げ、古典伝統
芸能を愛し、自らの技能向上を心がけ精進しつつ、広く普及を
目ざし、同時に後継者の育成に重点を置き、地方文化向上に
努力している。西尾市文化協会、西尾古典愛好会参加

毎週１回　木曜日
　 午前１０時３０分～１１時３０分

八ッ面ふれあいセンター  １４名 月額３～５，０００円 募集中

29 尺八、竹の子の会 尺八練習
豊かな人生とするため、伝統音楽（尺八）に親しみ、童謡、民
謡、歌謡曲、本曲に取り組む

毎月２回　第２・４水曜日
　　 午後１時３０分～４時

矢田ふれあいセンター  ７名 １回２００円 募集中

30 秀香生社中　五月会 三味線
グループで三味線の基礎からお稽古し、民謡、端唄等の唄い
弾きを目指します。１２月の公民館フェスティバルに向け楽しく
和気あいあいとした仲間です。

毎月３回　第１・２・４水曜日
　　 午前９時３０分～１１時

福地ふれあいセンター  ６名 月額５，０００円 募集中

31 秀香生社中　文月会 三味線
３～５人のグループで三味線の基礎からお稽古し、民謡、端唄
等の唄い弾きを目指します。フェスティバルに向けて楽しく和
気あいあいとした仲間です。

毎月３回　第１・２・４水曜日
　　 午後１時～３時４０分

福地ふれあいセンター  １０名 月額５，０００円 募集中

32 西尾市民吹奏楽団 吹奏楽

私たち西尾市民吹奏楽団は昭和４７年に設立し、「地域社会
の音楽文化の高揚と発展に寄与すること」「常に自己啓発し、
音楽性の向上と発展に努めること」をモットーとして活動してい
ます。

毎週 土曜日
　 午後５時～９時

中央ふれあいセンター  ３４名 月額３，０００円 募集中

33

きららウィンズ（吉良
中学校吹奏楽部OB
会）

吹奏楽演奏
吉良中学校吹奏楽部のOB・OGを中心として地域の音楽文化
向上を目指し、演奏活動を実施しています。

随時
　　 午後６時～９時

横須賀ふれあいセンター  ６０名 随時徴収 募集中

34
琴静会　ムーンファミ
リー

大正琴
大正琴が大好きな１０名の集まりです。フェスティバル、音楽
祭、施設慰問などでの演奏を楽しんでいます。

毎月１回
　　 午後１時～５時

米津ふれあいセンター  １１名 月額３，５００円 募集中

35
琴伝流大正琴　弦洲
会

大正琴
私達は、東海３県に生徒を持つ弦洲会の西尾教室の生徒で
す。弦洲会独自では年２回名古屋、小牧で演奏会を開いてい
ます。他にも色々な場所に出向き演奏をしています。

毎月３回　第２・３・４水曜日
　　 午後１時３０分～２時３０分

西野町ふれあいセンター  ４～６名 月額５，０００円 募集中

36 琴哲会 大正琴
演奏技術の向上を図るため、明るい雰囲気の中で個々にあっ
た的確な指導を受けております。

毎月１回　第３又は４水曜日
　　 午前９時３０分～１１時３０分

八ッ面ふれあいセンター  ６名 月額１，２００円 募集中

31
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38 愛、悠加泉会A 大正琴
大正琴の大好きな人の集まりです。全国大会、中京大会、邦
楽大会に出場しています。また、ボランティア活動も年数回
行っています。

毎月２回　第１・３木曜日
　　 午後１時３０分～３時３０分

三和ふれあいセンター  ６名 月額２，０００円 募集中

39 愛、悠加泉会B 大正琴
大正琴の大好きな人の集まりです。全国大会、中京大会、邦
楽大会に出場しています。また、ボランティア活動も年数回
行っています。

毎月２回　第１・３火曜日
　　 午後1時３０分～５時

三和ふれあいセンター  ５名 月額２，０００円 募集中

40
愛・悠加泉会
京華春サークル

大正琴
ソプラノ、アルト、テナー、ベースの大正琴のみによるアンサン
ブルです。色々なジャンルの曲があり、年齢を問わず楽しく演
奏できます。

毎月２回　水曜日
　　 午後１時～３

横須賀ふれあいセンター  ２０名 月額２，０００円 募集中

41 西尾かりん教室 大正琴

歌謡曲、童謡、ニユーミュージック、ポピュラーなどあっという
間に弾けるようになります。無料講習会受付中どなたでもお気
軽にお出かけください。楽しいサークルです。基本からわかり
やすく教えします。

毎週２回　第１・３土曜日
　　 午後１時～３時

矢田ふれあいセンター  １０名 月額２，０００円 募集中

42 米津ベガ 大正琴
なかよく「和」を大切に勉強しています。これからもボケ防止を
兼ねて楽しく練習しています。

毎月２回　第２・４火曜日
　　 午後１時３０分～３時３０分

米津ふれあいセンター  ９名 月額３，５００円 募集中

43
琴伝流　琴希恵グ
ループ

大正琴
大正琴を楽しく演奏し　ボランティアを楽しんで参加する事で
す。

毎月２回　火曜日
　　 午後１時３０分～３時３０分

室場ふれあいセンター  １２名 月額２，０００円 募集中

44 ひまわり（琴登美会） 大正琴
楽器を使い、見て、聞いて、指を動かし、おしゃべりで声を出し
笑いながら楽しくやっています。

毎月２回　第１・３水曜日
　　　午後１時３０分～３時３０分

福地ふれあいセンター  ８名 月額３，７８０円 募集中

45 花みずき（琴登美会） 大正琴
楽器を使い、見て、聞いて、指を動かし、おしゃべりで声も出
し、笑いながら楽しい教室で、少しでも老化を遅らせようと頑
張っています。

毎月2回　第１・３土曜日
　　　午後１時３０分～３時３０分

福地ふれあいセンター  ５名 月額３，７８０円 募集中
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46 琴修会アカシア教室 大正琴 笑い声の中でいつも楽しく練習しています。
毎月２回　第１・３水曜日
　　　午後７時～９時

福地ふれあいセンター  ５名 年額４，０００円 募集中

47 琴平２４ 大正琴（琴伝流）
まだ仕事している方のメンバーですので、夜が中心です。平均
年齢５０歳代です。

毎月１回　第２火曜日
　　 午後７時～８時３０分

西野町ふれあいセンター  ７名 月額１，０００円 募集中

49 琴幸会（大正琴） 大正琴の演奏
２０代から７０代まで幅広い年齢構成ですが、大人の部活動と
して呼吸を合わせ、同じ目標を持ち、大正琴の演奏を楽しんで
います。

毎月　第１・３木曜日
　　 午後１時～４時

八ッ面ふれあいセンター  １１名 月額３，８００円 募集中

50
琴城流スターズ（琴
城流琴静会）

大正琴の演奏
大正琴を楽しみ、仲間を大切にするグループです。発表会に
向けての練習と、地域貢献活動で諸施設へボランティア活動
も積極的に行っています。

毎月２回　火曜日
　　午前９時３０分～１１時３０分

琴静会ファミリー教室
鶴城ふれあいセンター

 ３５名
年額４，０００円
（指導料は別）

募集中

51

一色地域文化協会
琴瑠会　ローズマ
リー

大正琴の練習
皆仕事をしているので、夜練習しています。仕事の疲れを忘れ
てしまうほど楽しいです。弓弾き大正琴「悠弓」の練習もしてい
ます。

毎月３回　木曜日
　　 午後７時～９時

一色町公民館  ６名 月額４，０００円 募集中

52

一色地域文化協会
琴瑠会　レモングラ
ス

大正琴の練習
仲間同士、お互いに助け合い、励まし合って、先生のやさしく
熱心な指導を受け、お稽古は楽しく練習に励んでおります。

毎月３回　水曜日
　　 午後１時３０分～３時３０分

一色町公民館  ７名 月額４，０００円 募集中

53
一色地域文化協会
琴瑠会　ひばり

大正琴の練習
穏やかな雰囲気の中、楽しく練習しています。芸能大会、琴城
流発表会、ボランティアなどで練習の成果を聞いてもらってい
ます。

毎月３回　木曜日
　　 午後１時３０分～３時３０分

一色町公民館  ５名 月額４，０００円 募集中

54 琴瑠会　ドリーム 大正琴の練習
今年公民館講座で、琴城流大正琴を始めたグループです。初
めての人ばかりなので、気楽で楽しいです。一色フェスタに出
演します。

毎月２回　金曜日
　　 午後１時３０分～３時

一色町公民館  ６名 月額３，０００円 募集中

55
傳輝会＆キッズ津軽
三味線

津軽三味線の練習
津軽三味線特有のバチの使い方、指使い等を練習し、曲弾き
が弾けるよう指導。西尾市のイベント（祇園祭、農業祭、ライオ
ンズクラブ、西尾文協）に参加し、技術向上に努めています。

毎月３回　木曜日
　　　午後１時～４時

福地ふれあいセンター  １５名 月額２，０００円 募集中

56 ことことＦriends福地 文化箏の練習
全長８６ｃｍのミニサイズの文化箏です。材質も弾き方大きい
箏と同じ美しい音色で奏でます。

毎月２回　第２・４木曜日
　　 午前９時３０分～１１時３０分

福地ふれあいセンター  ５名 月額２，５００円 募集中

57 八ツ面雅楽会 雅楽
雅楽の笛、笙、篳篥、龍笛を初歩より吹けるように勉強してい
く会です。

毎月１回　第１水曜日
　　 午後６時～９時

八ツ面ふれあいセンター  ６名 年額１，０００円 募集中

58
太太ッ鼓、夢ッ鼓舞、
竜鼓童

和太鼓
みさお会は２歳から大人までの和太鼓集団です。邦楽大会を
はじめ西尾まつり、老人ホームなど様々な場所で発表していま
す。

毎月２回　土・日曜日 西野町ふれあいセンター  ５０名 月額５００円 募集中
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59
幡豆太鼓波音
－ＮＡＭＩＮＯＮＥ－

和太鼓演奏
三世代によるチーム編成で、月２回の稽古日は和気あいあい
で楽しんでいます。年一回の発表会や幡豆芸能祭で演奏を楽
しんでいます。

毎月２回　第２・４金曜日
　　 午後７時～９時

幡豆ふれあいセンター  １６名
月額

大人４，０００円
小人３，０００円

募集中

60 米津和太鼓クラブ 和太鼓の練習 週１回集まり、和太鼓の練習をしています。
毎週１回　金曜日
　　 午前１０時～正午

米津ふれあいセンター  ５名 １回２００円 募集中


