
令和4年5月1日現在

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 バルーンアート 有

【材料費込】
自治会等一般：10,000
円、子供会等：3,000円
～5，000円

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

ハンドベルの演奏やハンドベルの体験。
歌や体操を一緒に楽しみ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。

有 交通費程度

本所 4 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（ガソリン代程度） 一緒に楽しいひと時が過ごせれば…

本所 5 生涯学習応援隊so-so.39 市内・県内
笑いヨガ・アロマハンドトリートメント・認知
症予防ゲーム

有
5,000円から（時間・参加
者によって相談）

各支所 6 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 7 草笛楽談♪ 葉ッピーアオキ（青木功） 全国

①草笛と歌とその他（指笛、鼻笛、口笛、
ハーモニカ）の演奏
②草笛・指笛などの体験教室
③バラエティ（①②レクリエーションゲー
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 8 フェルマータ
（オカリナグループ）

市内

老人施設、こども園、小学校、いきいきサ
ロン等での演奏をしています。オカリナを
中心に尺八や鍵盤ハーモニカなども取り
入れて演奏をすることもあります。

無
基本は無料でやっていま
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 9 人形劇ｸﾞﾙｰﾌﾟ　ドリーム 県内
人形劇、ペープサート等の公演
歌、手遊び、リズム遊び等

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

氷上 10 スマイルおどりゃんせ 市内、篠山市 舞踊 無

氷上 11 華すみれ 氷上 童謡唱歌 無

青垣 12 全日本あすなろ腹話術協会・
たんたん支部

県内・
京都北部

腹話術・手品・レクリエーション指導等で
で30～60分

有 10,000円
笑う門には福来たる。私の腹話
術は福・和を広げる術です。

青垣 13 銭太鼓「双葉会」 市内 銭太鼓を通じて交流を図る。 有 交通費程度
双葉会は楽しい仲間のグルー
プです。

青垣 14 　日々
ニチニチ

草
ソウ

市内

丹波・篠山に伝わる昔話を紙芝居や素話
で聞かせます。高齢者施設やイベント、
サロン等でお話と歌を皆で一緒に歌いま
す。

無
むかし話を聞いてなつかしい歌
をいっしょに歌いましょう！

青垣 15 kanikanipua(ｶﾆｶﾆプア) 市内
ハワイアンのすてきな音楽と踊りを楽しん
でください！

無
特にありませんが、複数人で踊
りますので、ある程度の場所が
要ります。

春日 16 春日マジッククラブ 市内、県内 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 17 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 18 田村　ひろ子 市内
マジック出演、バルーンアート、簡単な
ゲームや歌体操（以上の指導も含む）

有 交通費・原材料費

大きな舞台でのステージマジックは運搬
の手伝いをお願いします。（控室も可能
であれば）アルコールなど飲食中はさけ
ていただきたい。

山南 19 藤本まん 県内
バルーンアート、キャンプスタンツ、子供
会老人会等のレク、コーヒーサービス（ふ
るまいコーヒー）

無
コーヒーボランティアもしてます
（美味しいコーヒーをどうぞ）

山南 20 植木　淳子 市内
認知症予防をめざしたゲームです。どの
年代の方でも楽しめ、笑うことによって、
免疫力を高めます。

無
まるく輪になってゲームをしま
す。イスがあれば良いですが、
なくても可。

市島 21 田舎の魔術師　長澤幹雄 市内
子どもさんからお年寄りまで、その場に
合ったおしゃべりとマジックで楽しんで頂
きたいと思います。

有 10,000円
近くに駐車場
準備する部屋
食事中は避けていただきたい。

市島 22 南京玉すだれ　若竹会 市内
南京玉すだれ、皿まわし、腹話術、ハー
モニカ演奏、簡単な手品、落語、安来節

有
車代(旅費分頂けたらうれ
しいです)

素人芸ですが楽しんで頂けたら
うれしいです。

市島 23 凸凹劇団 市島 高齢者向け脳トレ、歌や踊り 無

レクリエーション講師一覧

講師料の有無

レクリ
エーショ

ン

お問い合わせは　　本所　：86-7171
 柏原支所：72-1236　氷上支所：82-4613　青垣支所：87-0084
　春日支所：74-0477　山南支所：77-2359　市島支所：85-0517



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

市島 24 飛行機雲 市内・その他

寸劇(皆様が詐欺にあわれないように注
意をして頂きたく啓発をしています)踊り、
手品、皆様で歌いましょう。歌手さながら
の歌謡ショー(日により変更あり)

無 準備にお借りする物があるかも

市島 25 人形劇グループくれよん 市内 人形劇　大型絵本公演 特に決めていません
人形や小道具のほとんどを会員
が手作りして活動しています。

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 要相談

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。

春日 3 日本保健福祉ネイリスト協会
兵庫県丹波校

市内

認知症予防として、高齢者にネイルをし
ます。（ネイルのレクリエーション）
(その他、障がい者、発達障がい、未就学
児のママ）爪をキレイにするだけでなく、
心のケアがメインのレクレーションです。
ネイル体験だけでなく、講演も可。

有

講師1名1時間5,000円
（応相談）
※1時間4名程度施術可
能（通常3,000円程度）

テーブルとイスをお借りします。
介護施設、デイサービス、子育
てサロン、老人会などで、ネイル
のレクリエーションとして行って
います。

青垣 4 紀
キ

　智子
サトコ

市内

ヨガをお伝えしています。
ご要望やご希望の内容やレベルに合わ
せてどなたでも楽しくヨガが出来るように
レッスンを提供しています。

有

3,500円～上限は決めて
いません。(60～90分の
レッスンです)
*ヨガマット200円でレン
タルもあります。(20枚ま
で)

講師料は場合によっては頂いて
いません。
お気軽にご相談いただきたいと
思います

レクリ
エーショ

ン

健康・体
操

お問い合わせは　　本所　：86-7171
 柏原支所：72-1236　氷上支所：82-4613　青垣支所：87-0084
　春日支所：74-0477　山南支所：77-2359　市島支所：85-0517



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 魅惑のギターデュエット
足立ゆかり＆高村浩二

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
15,000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人又は１人で行
きます。コロナ感染予防のため、皆
さんで歌うことは状況を見ながら行
います

柏原 2 アコーディオン演奏 市内

高齢者を対象に老人会行事、敬老会を
はじめ、いきいきサロン・老人ホームの慰
問、デイサービス等にアコーディオンの伴
奏で子供時代、青春時代のなつメロと老
人をはげます替え歌で参加の皆さんと楽
しく歌って元気に過ごしていただく活動を
しています。

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
ｲﾄﾎﾞｰﾄﾞの準備をお願いできれ
ばうれしいです

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。
ピアノをお借りしたいです。
歌謡唱歌、ポピュラー等馴染み
の曲を指導者の編曲で演奏しま
す。

柏原 4 音楽療法士 市内
音楽療法的活動。音楽活動
対象者：児童、成人、高齢者

有
60分～90分程度
金額は要相談

内容、時間についてはご相談に
応じます。（内容の一例…歌の
活動、器楽活動、鑑賞など）

氷上 5 氷上歌謡詩吟グループ 市内 歌謡詩吟 無

氷上 6 氷上中央コーラス 市内 コーラス 有
基本、指揮者・伴奏者
各5,000円ですが、要相
談です。

電子ピアノがあれば用意してい
ただけると嬉しいです。ない場
合はこちらで用意します。

青垣 7 マエストロ足立 県内・県外
・手作りの楽器の演奏とトーク(即席で楽
器作り)
・紙芝居(自作、くるくる紙芝居)

有
青垣町内　　5,000円位
市内外　　10,000円～

会議用の机、マイク＋スタンド
(よく笑うお客さん⁉)

青垣 8 市内 音楽療法 有
5,000円（１時間）  青垣
地域以外は交通費
3,000円

青垣 9 個人 市内
なつかしの昭和歌謡曲をサキソフォンで
演奏。歌謡曲でクイズなどのお遊びも。

無
デイサービス、各地区サロンにいかがで
すか。

青垣 10 青垣オカリナクラブ 青垣 音楽を楽しみたいこと 有 相談させてください

春日 11 コーラスやまびこ 市内
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

和太鼓演奏　小中学生含む幅広い年代
のメンバー１８名から成るグループ。祭り
やイベンを盛り上げる演奏を目指してい
ます。

有 最低料金10,000円
雨天の場合、屋外での演奏はで
きません。（出演のキャンセル料
はいただきません）

市島 13 たんばギターフレンズ 市内  敬老会・いきいきサロン・夏祭り等で演奏 有 1時間10,000円
「音楽を届けます」一緒にナツメ
ロ、童謡、演歌などを歌って下さ
い。

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

高齢者・障害者・学生（高等学校・特別支
援学校の生徒）、子育て世代、社会的弱
者を見守る立場にある人を対象に消費
者教育・啓発活動を行っています。出前
講座ではそれぞれの会場に出向き、状
況に応じた出前講座を行っています。

無

出前講座の申し込みは、開催日
の１カ月前までにお願いします。
出前講座の申し込みは丹波の
森公苑ないの丹波県民局県民
交流室たんば共創課（消費者セ
ンター）に直接申し込みください
（0795-73-0690）

本所 2 丹波市防災会 市内
防災訓練、講習会の実施・支援

無
要事前打ち合わせ
※プロではないので個人差あり

青垣 3 丹波市消費者協会　青垣支部 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　　３０分～１時間

有 交通費（青垣以外） 1ヶ月前には連絡してほしい。

春日 4 さくらplanning
市内/県内
/福知山市

終活は自分も周りの人までもを、しあわ
せにできる活動です。セミナーを通じて、
終活の必要性と終活を進めることことで、
心にゆとりができ、イキイキとした人生が
送れる！と言う気づきを促します。
※時間の調整がつく限り、司法書士の先
生にも同行していただきます。

有
参加者5名以下　13,500円
6名以上　ご予算に応じて
相談

終活は50代からスタートされて
いる方もおられます。
幅広い年齢の方に参加して頂
ければと思います。

講座・講義・
ワークショッ

プなど

音楽

お問い合わせは　　本所　：86-7171
 柏原支所：72-1236　氷上支所：82-4613　青垣支所：87-0084
　春日支所：74-0477　山南支所：77-2359　市島支所：85-0517


