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１ 教養 きものくらぶ（八幡）
きもの好きが集まって、ワイワイとおしゃべりしながら楽しくお稽古します。着物や
マナーについて学んだり、着ること着せることを練習しています。一緒に楽しみま
せんか？年に三度は着物でお出掛けします。

渡辺　留美
０９０－１７８４－
６０８０

２ 教養 きものくらぶ（白鳥）
ゆかた講座が縁ではじまった“きものくらぶ”。ワイワイと楽しく着物やマナーにつ
いて学び、着ること着せることをお稽古しています。一緒に楽しみませんか。着物
で食事会などお出掛けするのが目標です。

渡辺　留美
０９０－１７８４－
６０８０

３ 教養 郡上市囲碁連盟
囲碁は陣地の広さを競う日本の伝統文化です。多くの仲間が出来て、豊かな人
生を送れる最高のゲームです。私達は週一回の練習と年２回の大会を開き、市
長賞と教育長賞をかけて競っています。気軽に参加して下さい。

吉田　省三 ６５－３５８７

４ 教養
八幡町高齢者

囲碁クラブ

南部コミュニティセンターで午後１時～５時半まで囲碁を楽しんでいます。良い遊
びだと思っています。初心者の方も歓迎しています。気楽に遊びに来て下さい。

待っています。
八木　章夫 ６５－２８７０

５ 教養 文芸八幡社
短詩文芸中の短詩文芸は教科書にも載っていません。必ず課題があり、作句は
五七、或いは七五で題意を詠むもので、歴史は約２５０年。範囲は万象、あなた
も一緒に遊んでみましょう。

和田　正一 ６７－０７１０

６ 教養 八幡大空俳句会
白鳥町正法寺住職西澤先生の指導のもとに自作の句を持ち寄り、その句を直し
てもらい、少しずつ良い句ができるのを楽しみに、１０名程が和気あいあいに楽し
く俳句に親しみ、新聞等へ投稿しています。一度お出かけください。

石田　喜造 ６５－２５５１

７ 教養 八幡ホトトギス会
日常の風景や想いを五七五の文字で写生する俳句を学んでみませんか？ホトト
ギス同人の西澤信生先生ご指導の月一回の句会を中心に、西澤先生主催の合
同句会、吟行（俳句旅行）も頻繁にあります。初心者の方、大歓迎です。

小林与志夫 ６３－２２０５

８ 教養 古文書読ままい会
先人たちが書き残してくれた古文書。昔の人達の生きた姿を、その文章から読み
解きませんか。講師にＮＨＫ学園生涯学習通信講座の「古文書を読む」の添削講
師を勤めてみえる佐藤光一先生を迎えています。初めての方で大歓迎。

細江　幸久 ８８－４１５７

９ 教養 郡上円空会
私たちは、郡上にゆかりのある円空さんをもっとよく知りたいと集まった団体で、
市内外への現地見学会や座学といった研修会を行っています。円空仏のもつ魅
力を一緒に感じてみませんか？

美並振興事務所
振興課

７９－３７００

１０ 教養 活け花教室
四季折々の花を楽しく生けています。家に花があると明るくなり、幸せな気分にな
ります。興味のある方は、ぜひ遊びに来て下さい。

金子　芳枝 ８８－３０６３

１１ 美術 郡上洋画クラブ
郡上北部斎苑の待合室に、郡上洋画クラブから６人の絵画を展示しています。会
員の数は変わりませんが、郡上の洋画文化が発展するよう、全国展に出品し、レ
ベルアップをはかっています。会員募集中です。

蒲　侑司
８２－５４５０
０９０－７９１２－７２８７

１２ 美術 フォトハチマン
私事ですが、平成３０年度より代表を交代することになりました。２０年間、会員の
方は元より文化部の関係者各位にご指導いただき、有難うございました。長良下
り線内サービスエリアに四季の写真展示中。

石神　章夫 ６７－０８５３

１３ 美術 カメラクラブどんぐり
四季それぞれの美しさを求めて、各自撮影を楽しんでおり、年２回程度１泊２日
の撮影旅行を開催しております。市展への参加やクラブでの互選会等で写真を
学んでおります。楽しい写真を撮りに行ってみませんか。

日置　英司 ７９－２３２２

１４ 音楽 混声「郡上」
平成３年に結成され、郡上を中心に活動する合唱団です。週に一度、歌の大好
きなメンバーが集まり練習を行っています。一番の目標は、２年に１回開催する
演奏会です。私達と一緒に歌ってみませんか？

末松　義人 ０９０－１４７２－４７２６

１５ 音楽 シニア女性部コーラス教室
「楽しく健康な仲間づくり」を合言葉に、清水いづみ先生の心優しく温かいご指導
で、思いきり大きな声で歌って、楽しいひと時を過ごしています。シニアの皆さん、
ぜひ仲間にお入りいただき、一緒に歌いませんか。

二村　幸子 ６５－３５５５

１６ 音楽 しろとり少年少女合唱団
小学生の合唱団で、毎週土曜日9時から11時まで、ふれあい創造館で練習して
います。夏は合宿、秋は県少年少女合唱フェスティバル、冬はクリスマスコン
サート、そして３月には定期演奏会を行っています。

青木　貞廣 ８２－３５３８

１７ 音楽 大中こだまコーラス
いろいろなジャンルの歌を楽しく練習して歌う混声合唱団です。合唱の経験は問
いません。発表の機会は年に４～５回あります。楽しく歌って心も体も健康になり
ましょう。男性団員大募集中です。

片桐　朱実 ８２－５６１６
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１８ 音楽
ティユーティたのしくうたいたい

（ＴＵＴ）～楽歌隊♪
楽しく唄って、一緒に元気になりませんか？学生の頃やっていた方や興味のある
方、一緒に唄いましょう！！

西脇　恵美 ８２－４８５５

１９ 音楽 コールみなみ
歌の好きなメンバーが集まり、「みんなで楽しく」をモットーにしています。１ヶ月２
回の練習です。中濃合唱祭や文化協会発表会を目標にしています。童謡からポ
ピュラーや合唱曲など毎年数曲を楽しみながら歌っています。

福手　敬子
０９０－７４３８－
４００１

２０ 音楽 郡上市民吹奏楽団
中学生から社会人まで幅広い世代の音楽好きが集まって活動しています。郡上
市の音楽文化発展の為に力を入れています。市内の各種イベント、年に１度、定
期演奏会を開催しています。楽器未経験者でも大歓迎です。

正儀原　恵美子 ６５－４２３４

２１ 音楽 どるちぇ
子どもたち、ご年配を対象に市内の各施設で演奏活動を行っています。クラリ
ネットを中心とした演奏です。柔らかな音色なので、どんな年代の方に楽しんでい
ｔだけると思います。興味のある方は連絡ください。

森藤登美朗
０９０－９１２４－
５０２３

２２ 音楽 ラルゴ・イソーラ
クラシック畑のクラリネット、ピアノ、コントラバスの三人がトリオを組み、クラシッ
ク、ポピュラー、ジャズ、歌曲、唱歌、歌謡曲などあらゆるジャンルの曲を高齢者
施設や地域のイベントで演奏しています。

青木　貞廣 ８２－３５３８

２３ 音楽
郡上ミスチーフファミリー

オカリナサークル　森のオカリナ
隊

結成６年目となり、年々活動が広がって、市内の催しや高齢施設等での演奏が
増えてきました。オカリナデュオ「水平線」の指導を受け、演奏の上達を目指しな
がら、仲間と楽しくをモットーに活動中。一緒に楽しみましょう。

古川　幸枝
（臼田　宝徳）

０８０－３２８５－１４３０
（０９０－１６２２－３２３０）

２４ 音楽 オカリナ♪カラーズ
素朴で澄んだ音色が魅力のオカリナは、老若男女問わずどなたでも手軽に楽し
む事が出来る楽器です。地元の各種イベントでの演奏、福祉施設等での慰問演
奏等もしています。オカリナを楽しみながら仲間作りをしませんか？

石動　純香
０９０－８９５８－
６８８０

２５ 音楽 琴修会八幡
大正琴の愛好会で６０～９０代の会員が３つのグループに分かれて、演歌、ポッ
プス、民謡、童謡、唱歌等をアンサンブルで楽しく練習しています。指導して下さ
るのは元林ふじ子先生です。若い方も募集中です。

木超　尚子 ６５－２７６２

２６ 音楽
八幡吟詠教室

（近代詩吟照風流）

「余暇を、より楽しく、豊かに、良き仲間と共に健康づくりに!!」こんな目的で力いっ
ぱい声を出しています。漢詩・短歌・俳句・現代詩などを決められた節調で、それ
ぞれ自分の持っている声の高さで吟じれるのが魅力です。

清水　元彦 ６５－２２０４

２７ 音楽
近代詩吟照風流郡上吟詠会

美並教室

漢詩を中心に短歌、俳句も勉強しています。月２回の教室の他、全国吟詠コン
クールへの挑戦、また、,郡上吟詠大会への参加など吟の向上に努めています。
正しい呼吸による発声を行いますので健康づくりになります。

加藤　伸一 ７９－３１０２

２８ 音楽 和太鼓　郡上陣屋組
和良町を拠点に県内外のイベントなどで演奏活動をしている和太鼓グループで
す。体力づくりやストレス解消に一緒に和太鼓を叩いてみませんか。初心者でも
大丈夫です。

岩尾　尚人 090-2186-6876

２９ 舞踊・ダンス
郡上ミスチーフファミリー

サニフィールドスクエアダンスクラ
ブ

スクエアダンスは、アメリカで生まれたフォークダンスです。ダンスのステップは
ウォーキングが基本です。コーラーの指示に従って８人のダンサーがひとつに
なってフォーメーションの変化を楽しむダンスです。

臼田　宝徳
０９０－１６２２－
３２３０

３０ 舞踊・ダンス スポーツダンス研究会
大人も子供もダンスで楽しく汗を流してみませんか！！ジュニアダンスはステー
ジ発表や競技大会出場を目標にがんばっています。

湯上　恵子
８２－２０６５
０９０－１５６５－
８２６２

３１ 舞踊・ダンス 美並社交ダンスクラブ
むずかしく考えなくて大丈夫！先生が基本からユーモアを交えて、優しく、とても
熱心に教えてくださいます。体験参加、大歓迎です。一度のぞきに来てみません
か。一緒に楽しみましょう。

河合　里司 ７９－３５２２

３２ 舞踊・ダンス 美並フォークダンス同好会
世界各国のフォークダンスを、音楽を聞きながら、みんなで楽しく踊ってみません
か！どなたでも楽しめて、心も明るくなり、体力もつきます。毎月第１・第３金曜日
に県フォークダンスクラブより指導を受けています。

松山さだ子
０９０－５８７１－
５３９６

３３ 舞踊・ダンス
フラチーム

ハラウ フラ オ ポハイアヌヘア

ハワイに恩師を持つ講師を招き、月２回楽しく学んでいます。子供からシニアまで
幅広い年齢層で、親子で学ぶ方も多数います。現在、子供２クラス、大人４クラス
で、初心者クラスもあります。どなたでも気軽に見学下さい。

足立　紀子
０９０－６０８９－
９０７４

３４ 舞踊・ダンス フラダンス同好会
毎月第１・３金曜日にフラダンスのレッスンをしています。初心者の方にもわかり
易く丁寧に教えています。手足を同時に動かすので脳トレにも役立ちます。楽し
みながら続けられます。

山田　祥子
０５８－２３７－
７８７６
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３５ 舞踊・ダンス 剣詩舞積翠流 扇子や剣を使って、詩吟に合せて舞踊る。着物に袴を付けた姿で舞う。 中邑　鈴美 ６５－４７８３

３６ 舞踊・ダンス 剣詩舞積翠流
剣舞・詩舞をやってみませんか。また、今年度から居合を始めます。ぜひ参加し
て下さい。

川尻　和子
０９０－１９８５－
７７９８

３７ 舞踊・ダンス 劇団ともしび
昭和３３年創立。以後毎年１回の公演を目標に活動しています。より良い舞台を
より多くの皆さんに観ていただけるよう、幅広いジャンルの舞台の創造を心がけ
ています。今年は６０周年記念公演で、ミュージカルを公演予定

森　弥太郎 ６５－５０４１

３８
健康・ス
ポーツ

郡上八幡柔道クラブ
無理なく楽しく体力作りから始め、総合的な体の使い方を学べます。国際的な試
合経験のある女性指導者が、人間作りを重んじて指導しております。八幡以外の
方も募集中！

大前　正行 ６５－６０１３

３９
健康・ス
ポーツ

空手道連盟和道会郡上支部

空手は日本発祥の武道で、オリンピックに採用され、スポーツ界も注目する健全
なスポーツです。組手、型があり、子どもたちには、体力増進、礼儀、忍耐等を地
道な練習により身に付けて欲しいと思います。一般の方も含め、ぜひやってみま
せんか。

渡邉　猛
６７－１２６８
０９０－５４５８－
１００３

４０
健康・ス
ポーツ

太極拳クラブ
太極拳は緩やかな動きの呼吸を伴った全身運動です。心身の健康の為に無理
なく行うことができます。太極拳が初めてという方の為に入門、初級太極拳も行っ
ています。興味のある方は見学に来て下さい。初心者歓迎します。

遠藤八代美
佃　八代美

６２－２３４８
６５－５０７２

４１
健康・ス
ポーツ

大和太極拳同好会
生涯学習をきっかけに３年前から活動をしています。主に２４式太極拳を、昨年
からは養生扇にも取り組んでいます。ゆっくりした動きですが、体を動かすとスッ
キリします。奥が深いので、細く長く健康にを目標にしています。

森藤登美朗 ８８－３４００

４２
健康・ス
ポーツ

大中太極拳養生功同好会
運動不足の私達にとって、教室がある日はリフレッシュの日。普段は使わない、
筋や筋肉、頭もフル回転して動きます。練習の後は体もポカポカ温まり、スッキリ
します。休憩時間の皆さんとのおしゃべりも楽しみの１つです。

国藤啓子 ８２－３０５５

４３
健康・ス
ポーツ

サスケランド
子どものうちに獲得したい５つの運動能力をバランスよく養い、体育の授業でも
遅れをとらないような運動をいろいろ行います。

大前　祐介 ６５－６０１３

４４
健康・ス
ポーツ

すこやか卓球クラブ

私達は週１回、年齢性別問わず１７名の仲間がワイワイ楽しく練習しています。
皆２～３才は確実に若くなった様です。卓球は目、頭等全身を使って、瞬時に判
断します。高齢者の交通事故が多発していますが、運転される方、ぜひ入会下さ
い。

吉田　省三 ６５－３５８７

４５
健康・ス
ポーツ

郡上ビームライフル
ジュニアクラブ

ビームライフル（光線銃）は１０ｍ先の標的を狙い得点を競うスポーツです。子ど
もから年配の方まで誰でも出来ます。特に集中力を養いたい方にお勧めします。
指導者は国体上位入賞経験者です。国体出場を目指しませんか。

多田　良也 ８５－２０２１

４６
健康・ス
ポーツ

郡上バルシューレクラブ
バルシューレとは、ドイツのハイテンベルグ大学が開発したボールゲーム指導プ
ログラムです。各種のボールゲームの基本的な動作である「投げる」「蹴る」「突
く」を基本としてプログラムされています。

西村　叡
６５－４３９６
０９０－７６７８－
０６４８

４７
健康・ス
ポーツ

郡上スポーツドローンクラブ
小型無人航空機（ドローン200g未満）を自身が動きながら操作して行うスポーツ
です。子どもさん～成人～ご高齢者の方まで楽しみながら健全な心と体が養わ
れるとともにドローンの操作技術も養うことができます。

林　由琴香
６５－２７００
０９０－７６７８－
８４９２

４８
健康・ス
ポーツ

郡上市レクリエーション協会
時代の変化に伴い、福祉領域のレク活動の需要拡大、様々な要請に応える取り
組みの工夫、福祉の職場でのレク活動をふまえ、心身のリフレッシュと仲間づくり
を推進し、楽しさを共有するレク活動を展開しています。

山田　恭史
０９０－５６１９－
４９３６

４９
健康・ス
ポーツ

白鳥町住民協働まちづくり会議
わくわくウォーキングコースづくり
部会

地域の活性化、住民の健康づくりに寄与するべく、コースづくりを行っています。
一緒に活動を行っています。一緒に活動してくれるメンバーを随時募集していま
す。ウォーキングを通じて私たちのまちの魅力をふれてみましょう！

おもに白鳥地域 ８２－３１１１

５０
福祉・その

他
郡上市図書館

学校貸出しボランティア

郡上市図書館の本を持って各学校を訪問し、児童や先生に本の貸し出しを行っ
ています。図書館まつり等の学校行事に参加し、読み聞かせを行います。子ども
達の笑顔に出会える楽しいボランティアです。

片桐　朱実 ８２－５６１６

５１
福祉・その

他
ぶなの森のなかま達

茶の湯は日本の伝統文化をいろいろ楽しむことができます。障がい者も老人も、
学生から園児までいっしょにお茶会を通して、幅広く交流しています。日本文化を
大切に伝えていきたいと思います。興味ある方はご参加下さい。

野田淑子 ８２－２５８１


