
函南町文化協会加入団体名簿　令和4年度 (2022年)   　第 43期 No．1

第Ⅰ部門　【芸能の部】

連　盟 通番  団　体　名 種   目 代表者名 会員数 合　計

朗　読 1  函南朗読の会 朗　読 杉山むつ美 5 5

2  函南吟詠会 詩　吟 田村　安栄 4

吟　詠 3  くすの木吟詠会 詩　吟 大島　初江 3

4  心超流 三島朗吟会 詩　吟 清原  省吾 4

5  千丈民謡会 民　謡 斎能そよ子 25

6  溪聲会　 民　謡 米谷　崇男 10

7  重昇民謡奏音の会　 民　謡 羽柴　重昇 16

8  八舟会 日　舞 坂東   　舟 10

9  藤龍会 日　舞 藤間伊世龍 6

10  花文美の会　 日　舞 花ノ本寿東美 5

11 粋翔流鳳艶会 日　舞 粋翔  鳳艶 11

12 藤菜緒会 日　舞 藤間之菜緒 4

着付け舞 13  もなみ着付け同好会 着付け舞 大庭　裕子 8 8

14  箏曲 千鶴の会 箏　曲 山下　華誉 9

15  エコ・グレース 合　唱 杉崎　雅子 23

16  混声 ムジカ・アマービレ 合　唱 大野      洋 24

17  函南大正琴の会 大正琴 岩崎　公子 10

18  歌謡仲間 カラオケ 杉本あけみ 23

19  アロハ　イイヴィ ウクレレ 加賀　和子 5

20  ロイヤル  レフア フラダンス 大櫛    悦子 7

21  メ ケ アロハ プメハナ ローズ フラダンス 小林　純子 8

22  ハーラウ フラ オ マカレア フラダンス 堀場　澄子 8

23  アロハ・アイカーネ フラダンス 野田　和美 4

24  クイーンズ フラ　 フラダンス 中山   道子 12

25  フラハラウ オ ハレプメ フラダンス 下村いさお 5

26  フラ オ ナニアロハ フラダンス 福田志津子 11

27  ロコマイカイ フラダンス 毛利美由紀 3

28  ロケラニ フラスタジオ フラダンス 藤武美佐子 9

29  なでしこ 健康体操 水口千賀子 11

エンタメ 30  マジック ファンシー エンタメ 荒木　義春 21 21

(304)

音　楽 94

ダンス 78

2022年7月12日現在

11

民　謡 51

36



第Ⅱ部門　【一般】 No.2

連　盟 整理番号  団　体　名 種　目 代表者名 会員数 合計

31  茶道同好会 茶　道 大竹   友子 7

32  盆点前山月サークル 茶　道 謝名元英子 12

33  煎茶道同好会 茶　道 岩田　愛古 8

34  函南町囲碁クラブ 囲　碁 早川　　勉 20

35  函南町将棋クラブ 将　棋 大庭   光治 20

36  鉄道友の会 学　習 太田　　修 5

37  かんなみパソコンサークル 学　習 佐野　　誠 13

(85)

38  函南写真クラブ 写　真 坪内　正則 4

39  フォトクラブB&W 写　真 梅原　邦隆 14

40  函写楽クラブ 写　真 大塚   征男 8

41  写心気クラブ 写　真 渡邉修一郎 7

42  フォトクラブ伊豆の風 写　真 中川喜代治 3

43  ら・あ～む 編み物 大隅   文子 28

44  ちぎり絵みやび会 ちぎり絵 吉川   侑子 11

45  クチュール・クラブ 洋   裁 塩野作得子 20

46  陶友クラブ 陶　芸 砂間　照夫 22

47  クリスタルサンドレリーフ ガラス工芸 八木本一美 4

48  ステンドグラス工房ハーモニー ステンドグラス 安達  康子 18

49  渓月会 書　道 高橋　　弘 6

50  野上書院 書　道 野上　清苑 5

51  サークルスケッチ水彩 絵　画 露木　　勇 29

52  函南町華道連盟 華　道 高橋　和恵 11

53  ひまわりの会 華　道 宮本   美保 35

54  池坊正流かんなみ会 華　道 小川　和子 8

55  函南短歌会 短　歌 山田　裕子 5

56  かんなみ歴史同好会 歴　史 林　　政敏 8

57  かんなみ川柳倶楽部 川　柳 榎本　政夫 10

(256)

             合計   17連盟　　57団体　　645名

華　道 54

文芸・歴史 23

手　芸 59

工　芸 44

書道・絵画 40

囲碁・将棋 40

生　活 18

第Ⅲ部門　【展示】

写　真 36

茶　道 27


