
№ 分類 サークル・団体名 活動内容 連絡者氏名 電話番号

1 教養 きものくらぶ（八幡）
着物が好き！着物を一人で着たい！人に着せてあげたい！そんな方々が集
まって楽しくお稽古しています。年に二度のお食事会、岐阜や名古屋のリサイク
ル、お買いものツアーに出かけ、皆で着物ライフを楽しんでいます。

渡辺　留美 ０９０－１７８４－６０８０

2 教養 きものくらぶ（白鳥）
着物が好き！着物を一人で着たい！人に着せてあげたい！そんな方々が集
まって楽しくお稽古しています。年に二度のお食事会、岐阜や名古屋のリサイク
ル、お買いものツアーに出かけ、皆で着物ライフを楽しんでいます。

渡辺　留美 ０９０－１７８４－６０８０

3 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にて、毎週月、火、木曜日の３日間午後１時～５時まで
囲碁を楽しんでいます。脳の活用と時間と皆さんと会話する事で健康になりま
す。初心者の方でも気軽に遊びに来てください。待っています。

八木　章夫 ６５－２８７０

4 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。２５０年もの歴史。範囲は万象、あなた
も一緒に遊んでみましょう。地域に先輩多数有り、第二の人生の為に。

和田　正一 ６７－０７１０

5 教養 八幡大空俳句会
俳句の坊さんとして親しまれている白鳥町正法寺の西澤先生が、わかりやすく
俳句の作り方を指導して下さいます。１０名程度の者が月１回自作の句を持ち
寄って、俳句に親しみ交流を深めています。初心者の方大歓迎です。

石田　喜造 ６５－２５５１

6 教養 八幡ホトトギス会
テレビを見ながら「私も俳句をやってみたい」と思ったことはありませんか？ぜひ
一緒に俳句作りをやりましょう。月１回の例会の他、同好の方々との俳句会、吟
行（俳句旅行）も頻繁にあり、喜び、楽しみの多い会です。

小林与志夫 ６３－２２０５

7 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

8 教養 活け花教室
四季折々の花を楽しく活けています。玄関や床の間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
木村千栄子

８８－３０６３
８８－２６０６

9 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

10 美術 フォトハチマン
フォトハチマンには写真同好会として昭和５１年に創立され４３年目を迎えまし
た。現在、会員１１名が技術の向上と親睦を合言葉に写真の製作を楽しんでい
ます。写真に興味のある方はお気軽にお問合せ下さい。

熊﨑　保雄 ０９０－９９７８－９２４１

11 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ます。年３回の撮影会
を実施して郡上市展又楽げい館展示等クラブでの互選会で写真を学んでおりま
す。カメラに興味のある方一緒に勉強してみませんか。

日置　英司 ０９０－１０９９－８０７８

12 音楽 混声「郡上」
平成３年に結成され、郡上市内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？お待ちしています。

末松　義人 ０９０－１４７２－４７２６

13 音楽 郡上八幡少年少女合唱団
元気な小学生を中心に中学生も加わった合唱団です。週１回練習。夏の合宿、
地域イベントでの発表、施設訪問や図書館でのコンサート、３月に定期演奏会を
行っています。随時入団可能です。一緒に歌いましょう。

石田　由美 ６５－２１８９

14 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
も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

15 音楽 しろとり少年少女合唱団
小学生以上で構成された合唱団で、毎週土曜日９時から１１時まで白鳥ふれあ
い創造館で練習しています。夏は合宿、秋は県合唱フェスティバル、冬はクリス
マスコンサート、３月には定期演奏会などを行っています。

青木　貞廣 ８２－３５３８

16 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。

片桐　朱実 ８２－５６１６

17 音楽
ティユーティたのしくうたいたい

（ＴＵＴ）～楽歌隊♪

何か新しいことにチャレンジしたい。今までと違う自分に出会いたい。今までと違
う自分たちに出会いたい。そんな気持ち大事にしませんか？楽譜がが読めなく
ても、歌ははじめて！でも大丈夫。一緒に楽しみましょう。

西脇　恵美 ８２－４８５５

18 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。

川嶋　壽美恵 ７９－３２０８

19 音楽 郡上市民吹奏楽団
高校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 ０９０－４２１３－３４８１

20 音楽 どるちぇ
子供達を対象に市内の各施設で演奏会を行っています。クラリネットを中心とし
た演奏です。柔らかな音なので楽しんでいただけると思います。興味のある方
は連絡ください。

森藤　登美朗 ０９０－９１２４－５０２３
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21 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

22 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７年目を迎え、市内のイベントあボランティア演奏の機会も増えてきました。
オカリナデュオ「水平線」の指導を受けて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しています。一緒に楽しむ仲間募集中！

古川　幸枝
（臼田　宝徳）

０８０－３２８５－１４３０
（０９０－１６２２－３２３０）

23 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

24 音楽 琴修会八幡
大正琴の愛好会で６０～８０代の人が２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演奏しています。指導して下さ
るのは、元林ふじ子先生です。今若い方も募集中です。

木越　尚子 ６５－２７６２

25 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

26 音楽
近代詩吟照風流郡上吟詠会

八幡教室

自分の声の高さで唄え、腹式呼吸により健康を保つのによい。カラオケの好き
な人は、声に伸びが出ます。教室初吟会・郡春季大会照風流会・芸能祭参加で
仲間づくりができる。各コンクールに出場し入賞者が出ている。

丸山　晃 ６５－４４０７

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、郡上吟詠大会、照風流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 音楽
マジェスティックジャズオーケストラ

郡上

ジャズを気軽に楽しんでもらえる場として結成した市民バンドです。郡上市出身
のトロンボーン奏者、餌取雄一郎らプロの音楽家指導のもと、定期的なライブを
目標に練習しています。楽器、ジャズ初心者の方も歓迎です。

餌取　雄一郎 ０９０－１７５４－９５１４

30 舞踊・ダンス
郡上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、８人１セットで踊るアメリカ西部生まれのフォークダンスです。
適度な運動量も有り、音楽に合わせてリズムよく歩ければ、どんな年代の人でも
楽しめます。さあ、あなたもやってみませんか!!

臼田　宝徳 ０９０－１６２２－３２３０

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の先生に指導を受けています。

日置　京子 ７９－２７４０

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 剣詩舞積翠流 詩吟にあわせて舞う。 中邑　鈴美 ６５－４７８３

35 舞踊・ダンス 剣詩舞積翠流
居合、剣舞それぞれの形をきめた時の喜び又扇で舞う姿の美しさと楽しさを体
験してみませんか。

川尻　和子 ０９０－１９８５－７７９８

36 舞踊・ダンス 劇団ともしび
昭和３３年創立。昨年創立６０周年を迎えた。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掛けています。今年は７
月６日・７日の公演を予定しています。

森　弥太郎 ６５－５０４１

37 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も在籍し、人間作りを重んじて指導しております。八幡
町以外の方も募集中！

大前　正行 ６５－６０１３

38 健康・スポーツ 全日本空手道連盟和道会郡上支部
空手は来年の東京五輪から正式採用される健全なスポーツです。当クラブも子
供達に健全な武道を習いながら精神力、礼儀、忍耐力、相手を思いやる心等を
目標に日々練習をしています。一般の方も募集しております。

渡邉　猛
６７－１２６８
０９０－５４５８－１００３

39 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 ６２－２３４８

40 健康・スポーツ 大和太極拳同好会
生涯学習をきっかけに、主に２４式太極拳と養生扇に取り組んでいます。ゆっく
りとした動きですが、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。誰にもできる運動です。

森藤　登美朗 ０９０－９１２４－５０２３
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41 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。

美濃島　幸枝 ８２－３０３７

42 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、上手な体の使い
方を学び、色々なスポーツの基礎を作ることを目的としたクラブです。体育の授
業でも遅れをとらないようになりますよ。

大前　祐介 ６５－６０１３

43 健康・スポーツ すこやか卓球クラブ

今、卓球は静かなブームとなっています。他のスポーツの様に怪我の心配は全
くありません。しかも年齢に関係がなく、いつまでも健康で、いつまでも若々しさ
を保ちながら、童心にかえって騒ぎ、楽しく練習を行っております。今は１６名で
すが、多くの方の参加を期待します。

吉田　省三 ６５－３５８７

44 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

45 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。

武藤　勲
６５－２６１０
０９０－１０９８－６７１９

46 健康・スポーツ 郡上スポーツドローンクラブ
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。同じルール
のもと、多世代が一緒に楽しめ、集中力・判断力・コミュ二ケーション能力が高め
られるとともに、ドローンの操縦技術も養うことができます。

林　由琴香
６５－２７００
０９０－７６７８－８４９２

47 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。

田中　伊津子 ６５－５６０４

48 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、ウォーキングづくりを行って
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に触れてみましょう。

鷲見　英樹 ６７－１８１６

49 健康・スポーツ 体操教室
介護予防体操、レクリェーションを主とした運動を行っています。地域情
報の交換出前講座を取入れ、継続的に行っています。気軽に参加くださ
い。

井森　幹男 ６８－２１３８

50 健康・スポーツ ターゲットバードゴルフクラブ
ゴルフの楽しさを気軽に感じられるスポーツです。体力づくりや、健康管
理、仲間づくりの為においでください。初めての人、ゴルフの経験のある
人、わからない事は一緒に勉強しましょう。お待ちしています!!

高平　正雄 ０９０－４１１３－８７８２

51 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学校を訪問し、児童に本の貸し出しを行います。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

52 福祉・その他 ぶなの森のなかま達
茶道は日本の伝統文化が、いろいろ盛り込まれています。園児から小中高校
生、障害者も高齢者もお茶会で楽しく交流しています。日本の文化を大切にして
いきたいと活動しています。興味のある方はご参加ください。

野田　淑子 ８２－２５８１

53 福祉・その他 林どう会
林どう会は創作舞踊です。ボランティアで、デイサービスなどに行きます。会員
は健康維持のため楽しく練習しています。興味のある方、大歓迎です。どうぞお
電話ください。

松下　きみ子 ８５－２５１７


