あなたも文化活動を始めませんか

うきは市文化協会 各部紹介及び会員募集
部門

部

文芸

俳句

短歌

サークル・社中名

絵画

きりしま会

毎月 1 回 句会を開催､西日本新聞に 2～3 か月ごとに投稿

平川 進子 77-5573

吉井短歌会

毎月 1 回開催、市民文化祭では作品(色紙)を展示

権藤 久美子 76-5088

絵画教室
洋画部

年 12 回開催し(毎月第 2 月曜日の 9:30～11:30 分)、福岡県短
歌大会や久留米市短歌大会で発表(希望者のみ)、市民文化祭 井上 成子 0946-23-2330
では短冊を展示
毎月第 1、第 3 金曜日に開催し、小さな美術館めぐりや学習
宮﨑 定旨 77-2985
発表会、市民文化祭に出展・展示
ご興味のある方は、お問い合わせください。

第 1･第 3 金曜日に教室開催､うきは市民大学学習発表会・筑
後吉井の小さな美術館めぐり・市民文化祭に出品、常設会場
に年間展示
第 3 木曜日･金曜日に教室開催、御幸地区文化祭に作品展示､
うきは市土の詩陶芸教室
市民文化祭に作品展示
毎週月曜日(14:00～16:00)に華道実技練習。市民文化祭に出
池坊髙瀬社中
品(池坊立花 生花 自由花等)
第 2･第 4 金曜日 18:00～、第 2 第 4 土曜日 10:00～開催、市
池坊いけばなクラブ
内古民家で社中展・筑後吉井おひなさまめぐり花展・市民文
化祭に出品
火曜日 13:00～15:00、木曜日 20:00～22:00 に開催、小さな
あかつき会
美術館めぐり・市民文化祭に出品
浮羽町書道部会
月 2 回～4 回開催(教室により異なる)、学童書道展・御幸校
日本習字 4 教室
区文化祭・市民文化祭に出展。
浮羽町書道部会
毎週火曜日・日曜日に開催、社中展・学童書道展・御幸校区
習字研究社浮羽支部彩舟会 文化祭・市民文化祭に出展
写真部各自でフォトコンテストに参加、写真に関する情報交
写真部
換を実施、市民文化祭に出品
毎月第 1･第 3 土曜日に開催、小さな美術館めぐり・市内銀行・
押し花教室
食事処・市民文化祭等に作品展示。また、各種押し花アート
コンクール等に応募
2 月 19 日、3 月 12 日、5 月 3 日、5 月 4 日、11 月 3 日開催、
抹茶
小さな美術館めぐり・おひな様めぐり・市民文化祭でお茶席
を実施
毎月第 1、第 3 木曜日の 10:00～12:00、13:30～15:30 開催、
煎茶
開校式・御幸校区文化祭・市民文化祭にて茶席を実施
毎月 2 回土曜日に練習を実施、熊抱建彦先生を迎え新たな喜
喜笠会（喜多流）
笠会をめざして練習しています。
浮羽水彩画教室

陶芸
華道

書道

写真
手芸

茶道

抹茶

煎茶
謡曲

邦楽

三味線

太鼓

重冨 貞美 75-4310
江藤 すげ子 77-2224
齋田 昌弘 75-5462
山崎 武 090-5389-8731
河原 曉子 77-4034
黒田 暁洲（黒田 成人）
76-3765
今村 ヤヱ子 77-3501
佐々木 彩舟（佐々木 敦子）
77-3614
樋口 秀吉 080-1731-1300
古賀 弘子 77-7321

田中 睦 75-5183
福嶋 リツ子 77-7600
平川 柳子 77-2352

観世流(梅若)

4 月 29 日春の謡曲大会､10 月下旬秋の謡曲大会

江藤 榮男 77-3458

お謡い(観世流)

毎月 3 回水曜日の夜に練習しています。

小河 由紀 77-2317

"月に 3 回開催､デイサービス慰問、JA 文化祭・市民文化祭に
出場予定
毎月 3 回練習、ボランティアで老人ホームを慰問、年 2 回の
美京会
夏祭に参加
週 2 回練習会開催、大石校区福祉祭りに出演、福岡藤本会発
なごみ会
表会・市文化祭に出場予定
毎週火曜日･金曜日に練習、花火大会・うきは祭り・ゑびす祭
浮羽みざれ太鼓保存会
り・星の祭等 11 回発表、市民文化祭に出場予定
美寿社中

筑後川六皷の太鼓の会 ご興味のある方は、お問い合わせください。
大正琴

申込・問合せ先

(やまたろ俳句会)
(やまたろ句会・みぎわ会による連合句会)
大熊 和也 76-4150
耳納ホトトギス俳句会 年 6 回句会を開催し(奇数月の第 4 日曜日)、行事に枯菊焚き。
(みぎわ会)
市民文化祭では会員作品を展示
宮崎 みゆき 77-7400

歩道浮羽短歌会
美術

活動内容（活動日、発表・展示、うきは市民文化祭）

梶村 敏枝 76-3210
古賀 京子 75-2940
原 ハツ子 77-2652
伊藤 貞子 77-2468
髙野 洋一 090-1513-5171

彼岸花グループ
大正琴は誰でも簡単に弾ける楽器です。一度来てみてくださ
後藤 十三代 77-4782
レインボーアンサンブル い。

あなたも文化活動を始めませんか

うきは市文化協会 各部紹介及び会員募集
部門

部

洋楽

コーラス

ゴスペル
日舞

サークル・社中名

毎週火曜日 定例練習､福岡県合唱連盟・合唱際・コンクール・
西 栄子 72-3301
市民文化祭に参加予定

ライラック浮羽

JA にじサークル発表会や市民文化祭に出演

井上 富志代 77-3758

SOUL LINK

ご興味のある方は、お問い合わせください。

伊福 080-1540-5955

千冨美会

真千の会、市民文化祭に出演

寿雅の会

ご興味のある方は、お問い合わせください。

つぼみの会

毎週月曜日、水曜日、金曜日、土曜日にお稽古､発表会やボラ
ンティア活動(不定期)を実施、市民文化祭に出演

賢南海会

ご興味のある方は、お問い合わせください。

珠豊会

山北おくんちやとどろう会、合同発表会等に出演、ボランテ
ィアで各施設に慰問、市民文化祭に出演

盛華会

ご興味のある方は、お問い合わせください。

千顕の会

ご興味のある方は、お問い合わせください。

圭柳社中

デイサービスセンター等介護施設を慰問

勢伊令社中

ご興味のある方は、お問い合わせください。

勘卯女会

ご興味のある方は、お問い合わせください。

花柳金玉会

ｼﾞｬｽﾞﾀﾞﾝｽ
ﾌﾗﾀﾞﾝｽ

山北おくんちや合同発表会等に出演、ボランティアで介護施
設等を慰問・御幸校区文化祭・市民文化祭出演
各施設に慰問やボランティア活動を実施、市民文化祭・御幸
校区文化祭に出演

花柳櫻千代洋会

ご興味のある方は、お問い合わせください。

ジャズダンスサークル
吉井
九州ハワイアン協会
マヒナプア吉井

毎週月曜日 20:30～22:00､毎週金曜日 19:20～22:00 練習、市
民文化祭出演
毎月 3 回第 2･第 3･第 4 木曜日 14:00～16:00 練習、久留米市
民芸能際・フラフェスティバル・市民文化祭出演
毎週木曜日 13:30～15:00 練習、各施設を時々慰問・市民文化
祭出演
第 2･3･4 水曜日 20:00～22:00、第 1･3 金曜日 13:30～15:00 練習
ハワイエフラマイ参加、別府市フラフェスティバル参加、筑
後川カッパスロ参加、市民文化祭出演
毎週木曜日 20:00～22:00 に練習(生涯学習センター2 階)。今
年は浮羽社交ダンス愛好会発足 48 年目となりました。年間 4
回「社交ダンスパーティー」を盛大に開催、市民文化祭出演
毎週月曜日 13:00～15:00 毎週水曜日、木曜日 20:00～22:00
レッスンを実施、市民文化祭出演
週 2 回練習、ボランティア・日本民謡協会大会参加、御幸校
区文化祭・市民文化祭出演

プアリリーズみゆき
マプアナスタジオ
Ukiha
社交ダンス
浮羽社交ダンス愛好会
中野ダンサーズクラブ
民謡

公益財団法人日本民謡協会
南部連合浮羽支部

演劇

劇団ガレージ・シアター ご興味のある方は、お問い合わせください。

吟詠

申込・問合せ先

合唱団 翼

賢翆会

洋舞

活動内容（活動日、発表・展示、うきは市民文化祭）

藤間 千冨美（上祐 冨美枝）
75-2402
藤間 寿々輔（内山 ヒロ子）
75-3869
中村 準子
090-1928-6479
藤間 賢南海（熊谷 久子）
76-2028
藤間 珠豊（大山 美咲）
090-5920-2461
藤間 盛華（大山 秀子）
77-3730
藤間 千顕（佐藤 雅代）
080-1736-7256
藤間 圭柳（石井 砂奈恵）
77-5151
藤間 勢伊令（末次 久枝）
77-5852
藤間 勘卯女（木下 ウメカ）
77-8222
藤間 賢翆（吉田 ハルカ）
77-7613
花柳 金玉（平川 隆子）
77-2675
花柳 櫻千代洋（稲田 晴代）
77-6559
尾花 優子
090-9073-9331
秋山 房子 75-5488
松田 清恵 77-2660
平田 桂子 75-3817
田中 廣茂
090-7535-2107
中野 督 73-1826
平川 隆子 77-2675
弥吉 智浩 77-3255

言志堂節風会

毎週水曜日に練習を行い、市民文化祭の他にうきは市吟詠大 杉 茂人
会にも出場
090-6422-1806

吟道泰山会浮羽支部

農協支部毎週水曜日開催、春の大会(北九州)・秋の大会(うきは市)出演 永井 タツ子 77-2182

詩吟朗詠錦城会

月 2 回、師範月 1 回開催､県南地区公開発表会・市民文化祭出演

吉井吟詠クラブ

漢詩、新体詩、和歌、俳句等を腹の底から正しいアクセント
岡野 茂敏 76-2640
発声法で吟じますから、身心ともに元気になります。

秦 勝恵 77-3933

