
芸能披露登録リスト H29.4.24現在

登録NO. グループ名 内容 演目時間 区分 構成人数
活動可能
区域1

活動可能
区域2

活動可能
区域3

活動可能
区域4

1 しゃぼん玉
踊り（夜桜乱舞・かっぽれ）、楽器演奏（サックス・三味線・ギター）、歌（童謡・
昭和歌謡・シャンソン）、バルーンアート　※月曜・木曜日希望

30～90分 団体 6人 葵区 駿河区

2 実景ロックアート作家 大自然の景色を小さな鉢の上に造形します。（造形・色付けの計2回）
90～120
分

個人 2人 葵区

3 いなせの会 踊り（日本舞踊）、木遣り、マジック 30～60分 団体 5人 葵区 駿河区

4 シニア劇団くれば座 オレオレ詐欺、天使に好かれた男　※「YOUTUBE,くれば座」で検索できます 20～30分 団体 8人 葵区 駿河区

5
ボランティアクラブ”しゃぼん
玉”

ウクレレバンド。利用者と一緒に大声で歌をうたい元気の交換をする　※月2
回程度の活動を希望

60～90分 団体 4人 葵区 駿河区 清水区

6 フラワーリコ フラダンス（フラの曲に合わせてフラダンスの披露） 30～60分 団体 3人 葵区

7 サンサンコーラス 合唱 30～60分 団体 15人 葵区 駿河区 清水区

8 日舞なかよし会 日舞、日舞体操 30～60分 団体 15人 葵区 駿河区 清水区

9 あじさい会 日本舞踊と歌のボランティア活動です 40～60分 個人 5人 葵区

10 フルートアンサンブル　アミ フルート演奏（フルート３、ギダー１、チェロ１）日本の歌他 45～90分 団体 6人 葵区 駿河区 清水区

11 JAハワイアンサークル フラダンス 30～60分 団体 12人 葵区 駿河区

12 黄色いリボン
ギター演奏（伴奏）を主に、歌謡曲・童謡・叙情歌を提供する。またそれに関
する逸話をする。

60～90分 個人 1人 葵区 駿河区

13 トト一座 大道芸（バルーンパフォーマンス、傘回し、コマ回し、南京玉すだれ） 30～90分
個人・団
体

1～4人 葵区 駿河区 清水区

14 なでしこ 簡単な童謡や演歌、懐メロを大正琴で弾き歌う 30～60分 団体 3人 葵区

15
足久保地区社協　茶っ茶ベル
隊

ハンドベルとオカリナの演奏等 20～60分 団体 12人 葵区

16 縁結び
縁結びは団体踊りで静岡新ちゃっきり節、静岡新ちゃっきり節絆、まるちゃん
の静岡音頭、花は咲く等

3,5～4,5
分

団体 8人 葵区

17 なかよし会
なかよし会は個人踊りです。静岡新ちゃっきり節、静岡新ちゃっきり節絆、ま
るちゃんの静岡音頭、花は咲く等

3,5～4,5
分

個人 8人 葵区

18 ハーモニカバンド黄色いリボン
ハーモニカの伴奏で施設の方々に昭和時代の懐かしい童謡・歌謡曲等を楽
しく歌っていただく。

40～60分 団体 6～8人 葵区 駿河区

19 はなみずき 楽器演奏 30～60分 団体 5人 葵区 駿河区

20
静岡市フォークダンス協会西
部民踊の会

民踊の披露 5～60分 団体 6～7人 葵区

21 すみれの会 大正琴 60～90分 団体 4人 葵区 駿河区 駅近

22 スターダスト ウクレレ、ピアノ、ハーモニカ 60～90分 団体 4人 葵区 駿河区 駅近

23 個人（懐メロ他）
30人位で懐かしのメロディなど男女共でシニア向けです（楽しく元気よく仲良く
が私の元気の素です）。テープ持参、歌集カード持参（踊りもできる）

予定によ
り

個人 3～4人 相談

25 すみれ会 カラオケ、日本舞踊 60分位 団体 12人 清水区

26 Ｍ，Ｍグループ
詩吟を吟ずる（古くからの伝統的なもの、新しい詩に譜をつけたもの）、童謡
をうたう。

3～5分 個人 5人 清水区

27 清水うたい隊 歌、演奏 ～60分 団体 3～8人 葵区 駿河区 清水区

28 じょうだん会 二胡、エレキギダー、フォークギダーで歌って、踊って、体操します。 ～60分 団体 3人 清水区 近隣で

29 パカラナ(フラダンス) 民舞、フラダンス 30～60分 団体 10人 清水区

30 手品愛好会 マジック 15～60分 団体 8人 清水区

31 三保会（さんぽかい） 日本舞踊、皿踊り、ハワイアン
60～120
分

団体 4人 清水区

32 ふなっこ マジック 30分～ 個人 2人 清水区

33 岡老連コスモス会[小泉一座]
日本各地の伝承民舞［団体］、手品（マジック）・民話を読む・バルーンアート・
漢詩朗詠[個人]

40～60分 団体 8～10人 清水区

34 民話いろり会 民話、昔話の語り、紙芝居、歌、手遊び等 40～60分 団体 12人 清水区

35 清水ライフダンスクラブ フォークダンス、ラウンドダンス、スクエアダンス、その他健康ダンス 何分でも 団体 29人 清水区

36
ダンシングカントリー清水Ｊ－
Ｏｎｅ

カントリーダンス 何分でも 団体 25人 清水区

37 個人（リハビリダンス） リハビリダンス（ダンスセラピー）主に職員におぼえてもらいたい。 何分でも 個人 1人 葵区 駿河区 清水区

38 個人（民謡他）
島根県安来の民謡でドジョウすくい、踊りでおめでたい時、まつりの時おどる
そうです。

5～10分 個人 1～2人 清水区
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39 美春会 日本舞踊、どじょうすくい、フーセンアート 30～60分 団体 6人 葵区 駿河区 清水区

40 こころの会 童謡他、キーボード演奏 30～60分 個人 1人 清水区

41 喜美輔会（きみほかい） 日本舞踊
60分（１
曲4～5
分）

個人・団
体

2～4人 葵区 駿河区 清水区

42 絃友会
三味線にて懐メロ民謡等を演奏し、皆様に歌っていただく。三味線の曲(懐メ
ロ)にてフラダンスを踊る。

30～60分 団体 10人 葵区 駿河区 清水区
できれば
清水区

43 個人（日本唱歌） 歌（日本唱歌） 個人 1人 葵区 駿河区 清水区

44 老人会藤間秀千鶴（ひでちず） 日本舞踊（演奏等） 5～10分 個人 1に 清水区

45 個人（新舞踊） 芸能（新舞踊） 5～10分 個人 1人 葵区 駿河区

46 個人（ハーモニカ・バイオリン） ハーモニカ・バイオリンの演奏（童謡、唱歌、民謡、演歌等なんでもOK） 40～60分 個人 1人 駿河区

47 琴将会 大正琴の演奏 20～30分 団体 3～10人 葵区 駿河区 清水区

48
面白半分お喋り手品あんちゃ
ん

昔懐かしい話題や歌、時事ネタなどを面白く伝える参加型の手品。笑いっぱ
なしの一時間があっという間だったとの声を頂戴しております。笑いと笑顔に
誘います。

30～60分 個人 1人 葵区 駿河区 清水区
場所にも
よります

49 舞踊銭太鼓駿府桜組 銭太鼓をもって踊る 20～30分 団体 3人 葵区 駿河区

50 うたう仲間ＴＯＭＯ 季節にあった歌謡曲、唱歌を皆さんとうたう。 ～60分 団体 20人 葵区 駿河区

51 ボア・とりあ 読み聞かせ、紙芝居、手遊び、語り 30～60分 団体 5人 葵区 駿河区
葵区西よ
り方面を
お願いま

52 長田おどり同好会 日本舞踊（個人、団体） 5～60分
個人・団
体

7～10人 葵区 駿河区

53 榎本昭子 ハーモニカ演奏 40～60分 個人 1人 駿河区

54 南京玉すだれ大道芸愛好会 南京玉すだれ、語り芝居、演劇、白浪五人男他 20～70分 個人 9人 清水区

55 個人（南京玉すだれ他） 南京玉すだれ、傘回し、バルーン、銭太鼓、マジック、その他レク 30～60分 個人 1人 葵区 駿河区

56 齊藤和代子歌謡教室
子どもの頃歌った懐かしのメロディなどを少し体も動かしながら皆様と一緒に
歌う。カラオケなども。

30～90分 個人 1～3人 清水区

57
JA助け合いグループオレンジ
会

踊り、銭太鼓、紙芝居、ゲーム、歌、南京玉すだれ、フラダンス 30～60分 団体 22人 葵区 駿河区

58
クラシックギターアンサンブル
MIX

クラシックギターによる合奏（皆さんで歌える曲　例.水害節、悲しい酒、茶摘
み、ハッピーバースデー、赤い靴、浜辺のうた）

30～60分 団体 5人 葵区 駿河区 清水区

59 はごろも一座
南京玉すだれ、江戸風かっぽれ、三味線、リズム楽器指導、歌体操　※利用
者参加型の楽しい演目を心掛けています

40～80分 団体 8人 葵区 駿河区 清水区

60
歌のお姉さん「はごろもシス
ターズ」

キーボード、Qコード、三味線、リズム楽器指導、歌体操　※利用者参加型の
楽しい演目を心掛けています

40～80分 団体 3人 葵区 駿河区 清水区

61 ゆりかごの会 合唱（主に）、ハーモニカ、ヴァイオリン、フラメンコ等 50～60分 団体 20人 清水区

62 個人（本の朗読）
本の朗読（ご自分では、本はもってませんので施設等で貸して頂ければお手
伝いします。）

1巻10～
20分

個人 1人 葵区 駿河区

63 なかよし会 日本舞踊（歌謡舞踊）、マジック、ハーモニカ演奏等 ～60分 団体 10人 清水区

64 フラ・アロハ フラダンス 30～60分 団体 10人 清水区

65 混声合唱団コールファイブ 混声でのコーラスを披露 30～60分 団体 15人 清水区

66 個人（ギター等） ギター、手品 30～60分 個人 １人 清水区

67 静岡ウクレレクラブ ウクレレ楽器による演奏活動 30～60分 団体 18人 葵区 駿河区 清水区

68 音楽ボランティア　”チャチャ”
マンドリン、ギター、その他小楽器で演奏、老人（介護施設）慰問、その他敬
老会、S型（H28.5月より5年目）

20分～60
分

団体 8人 葵区 駿河区 清水区 富士

69 いちご大福 漫談（静岡のキミマロさん）
30分～
180分

個人 1人 葵区 駿河区 清水区

70 個人（どじょうすくい踊り） 安末節どじょうすくい踊り 4分～5分 個人 葵区

71 ニコニコガエル 二胡演奏 30～60分
個人・団
体

1人～3人 葵区

72 ハーモニカあすなろ会 ハーモニカの演奏、手品、お話し 20～60分 団体 18人 葵区 駿河区

73 個人（サックス） 楽器演奏（サックス） 15～60分 個人 1人 葵区 駿河区 清水区

74 ナツメロ愛好会 ギターにてナツメロを唄う ～60分 団体 2～5人 葵区 駿河区

75 ルナシア オートハープ、マンドリン、ギターなどによる演奏 60～70分 団体 5人 葵区 駿河区 清水区
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76 山崎まいの会 個人踊り、団体踊りで新ちゃっきり節、花は咲く等
3,5～4,5
分

個人・団
体

8 葵区 駿河区

77 ハンカチふりふり元気
ハンカチ一枚いつでも・どこでも・赤・白・黄・紫or黒色ハンカチを振って⇒元
気気球・絵画・たまねぎ療法等伝授

90～120分 個人 1 葵区 駿河区 清水区
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