
ジャンル 支所 通し番号
ジャンルごと

講師氏名 活動地域 内　　容 その他

本所 1 ぴえろん 市内
バルーン
ぴえろんの老いるショック防止の為の5ヶ条の
お話し

有

【材料費込】
自治会等：10,000円、
子供会等：3,000円～
（人数に応じる）

本所 2 まるっちーず 広域
交通安全啓発の漫才
（防犯、詐欺、認知症など）

有 相談

本所 3 スマイル８（人形劇・ハンドベ
ル）

市内・県内 ハンドベル、,歌、人形劇 有 交通費程度

ハンドベルの体験や演奏、歌や
体操を一緒に楽しみます。8人に
よる寸劇、最後に手作りの舞台
や人形で懐かしい昔話の人形
劇をします。

各支所 4 みんなの脳活ゲームたんぽぽ 市内 脳活ゲーム、認知症予防ゲーム 無 謝礼金は一切不要

柏原 5 草笛楽談 葉ッピーアオキ（青木功） 全国

①草笛、指笛、歌、鼻歌、口笛、ハーモニ
カの演奏
②草笛・指笛などの体験教室
③ハッピーバラエティショー（①②レクゲー
ム、歌遊び、手遊び、クイズ、手品、小話
などとりあわせた演芸）

無

お気軽にお申し付けください。皆様
とご一緒に楽しいひとときを過ごせ
たら嬉しいです。
草笛とささやかな幸せをお届けしま
す。

柏原 6 フェルマータ
（オカリナグループ）

市内

老人施設、こども園、病院、いきいきサロ
ンでの演奏をします。ギター・尺八・鍵盤
ハーモニカ等も取り入れての演奏をする
こともあります。

有
車代がいただけたら嬉し
いです

童謡唱歌、歌謡曲など、対象者や
季節に応じて演奏をします。

柏原 7 人形劇ｸﾞﾙｰﾌﾟ　ドリーム 県内
人形劇、ペープサート、エプロンシアター
等の制作および公演活動

有 予算に応じて
依頼は1ヶ月半以上前にお願いします。
幼児から高齢者まで様々な年代に応じ
た講演内容を考えます。

氷上 8 スマイルおどりゃんせ 市内、篠山市 舞踊 無

氷上 9 華すみれ 氷上 童謡唱歌 無

青垣 10 全日本あすなろ腹話術協会 市内全域 腹話術・手品・室内ゲーム指導 有
10,000円
（相談に応じる）

青垣 11 銭太鼓「双葉会」 県内 銭太鼓 有 交通費程度
高齢者の頑張りを見て頂き、
元気を届けたい

青垣 12 青垣郷土民踊保存会 青垣 青垣音頭・青垣小唄等､郷土民謡 有 お茶代程度

青垣 13 語り部サークル日々草 市内
丹波市・丹波篠山市に伝わる昔話を
素話や紙芝居でお話しする

無

春日 14 春日マジッククラブ
市内、

福知山、篠
山

マジックかバルーンアート 有 バルーンの材料代や交通費
など

テーブルマジックから舞台で行う
イリュージョンまで幅広い内容の
マジックをします。食事中やアル
コール飲食中は避けてほしい。
荷物が多いので出入口の近くに
駐車場の確保

春日 15 語りべサークル　こんぺいとう 市内 丹波の昔話の大型紙芝居 無

春日 16 安来節同好会 春日 安来節を踊る 無
ひと時でも何もかも忘れて
笑ってほしい

春日 17 フレンドシップ　ほほえみ 市内
創作コント、腹話術、銭太鼓
歌、ダンス、踊り、スコップ三味線

有 相談

山南 18 人形劇団ミックスジュース 市内
子どもからお年寄りまで楽しめる
人形劇公演（室内に限る）

有 相談 ３ヶ月前には日時の相談

市島 19 ダンスひまわり 市内 社交ダンス 無 ダンス教師免許あり

市島 20 ぼたもち座 市内 踊り・ひとり芝居 有 相談

市島 21 田舎の魔術師　長澤幹雄 市内・福知山 マジック 有 要相談
近くに駐車場
準備する部屋
時間的に食事中外

市島 22 若竹会 市内、福知山、綾部
南京玉すだれ、皿まわし、腹話術、マジッ
ク、エプロンシアター、みんなで歌おう

有
予算に応じてｶﾞｿﾘﾝ代が
頂けたらうれしいです。

着替え部屋、電源、マイク
講師料無でもボランティアとして
出演します

市島 23 凸凹劇団 市島 簡単なレクリエーション 無 会員募集中

市島 24 生涯学習応援隊so-so.39 市内・県内
笑いヨガ（実技とミニ講話）アロマハンドト
リートメント認知症予防ゲーム脳活アラカ
ルト（ゲーム・クイズ・音読あれこれ…）

有

5,000円から（1講座90
分まで（基本）参加人
数、時間によって費用
がかわります。

とにかく笑わせますので!!一緒に
楽しみましょう!!

市島 25 飛行機雲 市内・その他
寸劇を通して詐欺にあわれないよう啓発
を行なっている。追加、手品、踊り、歌（そ
の日によって変更有）

無

皆さんと一緒に楽しい時間を過
ごせます！！
劇によっては机や椅子マイクが
あれば嬉しいです。
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ジャンル 支所 通し番号
ジャンルごと

講師氏名 活動地域 内　　容 その他講師料の有無

本所 1 あだちゆかりギター教室 県内

クラシックギター（ナイロン弦）を使用し、
童謡唱歌、古賀メロディー、映画音楽や
ギターの名曲等お話を交えながら進めて
いきます。季節に合った歌を皆さんと共に
歌います。
レパートリーは子どもさん向けから高齢者
まで幅広くあります。

有
10,000円から
（主催者と相談の上）

演奏時間は30～60分程度、平日
OK、食事中OK、２人で行きます。
京都府中丹文化事業団の「ふれあ
い移動コンサート」にも登録し年間
依頼回数は上位に入っています。

柏原 2 アコーディオン演奏 市内

高齢者を対象に地域の老人会行事・いき
いきサロン・老人ホーム・デイサービス等
に参加してアコーディオンに合わせて懐メ
ロ・老人をはげます賛歌をみんなで楽しく
歌い若き頃の思い出を浮かべ元気に余
生を過ごされることを目的とする

無

懐メロの歌詞本は1人1冊用意し
て持って行きます。
歌詞をぶらさげる黒板又はﾎﾜｲﾄ
ﾎﾞｰﾄﾞがあれば大変うれしいで
す。

柏原 3 丹波シニアアンサンブル 市内
老人施設、病院ロビーコンサート、アフ
タースクールコンサート、こども園、いきい
きサロンでの演奏をします。

有 相談（10,000円程度）

少し広い場所があれば嬉しいで
す。
ピアノがお借りできれば嬉しいで
す。童謡歌唱等馴染みの曲を指
導者の編曲で演奏します。

氷上 4 氷上歌謡詩吟グループ 市内 歌謡詩吟 無

氷上 5 氷上中央コーラス 市内 コーラス 無

青垣 6 マエストロ足立 市内 手作り楽器の演奏とトーク（音楽漫談） 有
青垣町内　　　5,000円
市内(青垣外)10,000円

抱腹絶倒　面白いことこの上なし
の音楽漫談。
2019年　R1ｸﾞﾗﾝﾌﾟﾘ　3回戦進出

青垣 7 氷上・青垣 音楽療法 有 　5,000円

青垣 8 市内 サキソフォンで演歌の演奏　ひとり演芸 無 西芦田のピン芸人　40分で20曲

春日 9 春日銭太鼓同好会 柏原、氷上、春日 銭太鼓 有 交通費

春日 10 スマイル 市内 新舞踊・大正琴を通して交流を深める 有 交通費程度

春日 11 コーラスやまびこ 柏原、春日
童謡・唱歌などなつかしい歌を一緒に
歌いながら交流を深める

無

山南 12 岩尾城太鼓クラブ
市内(市島
除く）、西脇

夏祭りやイベントなどの岩尾城太鼓の演奏 有 10,000円
屋外会場で雨天の場合は出演
を見合わせることあり

市島 13 丹波ギターフレンズ 市内、県内  敬老会・いきいきサロン・夏祭り等で演奏 有 1時間10,000円

毎年10件以上の演奏をしていま
す。ギターやハーモニカで一緒
に歌って下さい。イスが６脚必
要。電源がある事。

本所 1 ビューティータッチセラピー
県内、福知

山も可
ビューティータッチセラピーを通じて交流 有

相談（材料代必要・最
高5,000円）

本所 2 前田クリニック

柏原・氷上
春日・山南
（他は相

談）

介護予防体操、健康体操
看護師による骨粗鬆症の話

無 2カ月前に相談をお願いします。

山南 3 丹波山南倶楽部　今井真理子 市内・県内
ラフターヨガ（笑いヨガ）
笑いヨガは体操としての笑いとヨガの呼吸
法を組み合わせた新しい健康法です。

有
人数・時間等により要
相談　5,000円～（交通
費込み）

県内での活動は場所による
動きやすい服装、タオル、水分
を

詩吟 本所 1 安田和典・吟
ギン

道
ドウ

素
ソ

心
シン

会
カイ

市内 詩吟・詩吟の健康法 無 詩吟を通して皆様に活力を！

本所 1 Sno（消費の王様）　【消費者講
座】

市内、その
他

消費者教育・啓発活動。出前講座。すご
ろくゲームを使った消費者教育

無
申込みは専用の申込書にて直
接FAXでも可

本所 2 丹波市防災会 市内

防災訓練、講習会の実施・支援
・消火器などを使った初期消火体験・煙ハ
ウスを使った煙道体験・ハザードマップの
見方・AED訓練機・人形を使った救命講
習、ロープワーク・防災講話

無
要事前打ち合わせ
※プロではないので個人差あり

柏原 3 温暖化防止に関する講演 市内

温暖化防止のために今、私たちがするべ
きことを話します。一人一本植樹しましょう
という運動などです。（酸素を増やし、二
酸化炭素を減らすために）

無
捨てればゴミ、分別すれば資源
です。温暖化防止のため一人一
本植樹の大切さを話します。

柏原 4 けしごむはんこ 市内
子ども会、小学校親子教室、いきいきサ
ロン、婦人会などで「けしゴムはんこ」作り
を指導します。

有 2時間5,000円

カッターナイフと小さいV字彫刻
刀、２Bえんぴつは持参してくだ
さい。紙・インク等は用意しま
す。

青垣 5 丹波市消費者協会　青垣班 市内
消費者問題の説明
(ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ・ｸﾞｯｽﾞを渡して説明)
昔ばなし・紙芝居

有 交通費（青垣以外） 1ヶ月前には連絡してほしい。

山南 6

日本己書道場　道場師範
己書慧庵道場　代表今井真理
子
（にほんおのれしょどうじょう
どうじょうしはん
おのれしょえあんどうじょう）

市内/県内
筆ペンを使って文字を描く。字のうまい下
手に関係なく、楽しく味のある作品が描け
る。

有

1人90分2,200円(税込)
体験会1人1,000円
(10人まで）
金額、人数要相談

持ち物
ぺんてる筆中字(FL2L)
うす墨(FL3L)
人数により筆ペンの貸出あり

健康・体操

講座・講義・
ワークショッ

プなど

音楽


