
平成２７年　３月　２日現在　（敬称略）

部名 役職 氏名 サークル名 サークル代表者名 地区名 会員数

会長 笠井　義仁 （絵画）

副会長 馬場　一治 （囲碁）

山田　　勇 （バンド）

監事 赤池　千恵子 （俳句）

佐藤　義恵 （社交ダンス）

1 詩吟 専門部長（理事） 佐野　妙子 聖心流吟詠会 佐野　妙子 身延 7

舞踊 専門部長（理事） 藤田　羊子 さくら会 土橋　上子 下部 4

藤千会 佐野　昌子 中富 4

静川舞踊部 伊藤　いま子 中富 5

身延地区舞踊部 藤田　羊子 身延 23

大正琴 専門部長（理事） 赤池　あずま 琴友会３部 磯野　和子 下部 3

琴友会４部 小林　すすむ 下部 8

琴和会 赤池　あずま 下部 19

ふじのみ会 桜田　晴子 下部 25

大正琴コスモスの会 望月　廣子 中富 4

西嶋琴友会 長田　秋子 中富 12

合唱 専門部長（理事） 河西　滋子 下部コーラスやまゆり 磯野　稚子 下部 14

中富女声コーラス部 河西　滋子 中富 28

にじの会 石川　多津子 身延 29

社交ダンス 専門部長（理事） 大滝　　博 下部社交ダンス部 大滝　　博 下部 17

さつきダンスサークル 髙野　博光 中富 5

みのぶダンスサークル 佐藤　義恵 身延 2

和太鼓 専門部長（理事） 松浦　　隆 古関観音太鼓同好会 松浦　　隆 下部 12

和太鼓“孝” 埜村　孝人 中富 8

フォークダンス 専門部長（理事） 渡辺　正美

下部フォークダンスやまゆり

（常葉教室）

渡辺　正美 下部 11

下部フォークダンスやまゆり

（働く婦人の家教室）

阿部　恵子 下部 9

フラダンス 専門部長（理事） 平田　ふく子 フラダンス部下部 佐野　みず江 下部 10

みのぶフラサークル 平田　ふく子 身延 19

9 筝曲 専門部長（理事） 小野　碩子 身延筝曲橘会 小野　碩子 身延 8

10 バンド 専門部長（理事） 山田　　勇 バンド部 山田　　勇 身延 22

11 カラオケ 専門部長（理事） 近藤　康次 カラオケ部 近藤　康次 身延 52

12 民謡 専門部長（理事） 小高　香代子 身龍会ウエーブ 小高　香代子 身延 9

13 神楽 専門部長（理事） 長田　　東 西嶋神楽団 長田　　東 中富 18

14 気功 専門部長（理事） 長田　ゆき枝 やさしい健康気功 長田　ゆき枝 中富 22
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15 朗読 専門部長（理事） 伊藤　直樹 中富あすなろ朗読の会 伊藤　直樹 中富 6

囲碁 専門部長（理事） 土橋　重夫 下部囲碁部 土橋　重夫 下部 17

中富囲碁クラブ 佐野　郁也 中富 13

身延囲碁部 片田　直康 身延 8

17 茶道 専門部長（理事） 望月　宗富 身延町茶道部 望月　宗富 全町 30

18 オカリナ 専門部長（理事） 山口　益美 オカリナクラブ 山口　益美 全町 6

19 競技かるた 専門部長（理事） 加藤　基道 小倉百人一首・身延かるた会 羽賀　茂次 全町 6

川柳 専門部長（理事） 笠井　哲夫 川柳山鳩吟社 笠井　哲夫 下部 4

川柳なかとみ 深沢　京子 中富 5

短歌 専門部長（理事） 小林　妙子 下部地区短歌部 小林　妙子 下部 15

中富いもじや短歌会 深沢　千春 中富 7

中富短歌会 望月　八重子 中富 7

身延短歌部 望月　さと子 身延 11

俳句 専門部長（理事） 小林　利典 山女俳句会 磯野　静子 下部 10

下部俳句会「松籟」 今村　恵一 下部 7

久那土俳句会 小林　利典 下部 10

身延俳句協会 依田　智文 身延 35

和紙ちぎり絵 専門部長（理事） 乗松　登美子 ちぎり絵下部教室 遠藤　三六 下部 6

あすなろちぎり絵 長田　秋子 中富 12

和紙ちぎり絵 乗松　登美子 身延 9

押し花絵 専門部長（理事） 岩松　一恵 日向押し花教室 岩松　一恵 下部 5

押し花倶楽部 伊藤　久美子 中富 5

25 水墨画 専門部長（理事） 山本　慶子 身延水墨画部 山本　慶子 身延 7

書道 専門部長（理事） 馬場　弘江 下部地区公民館下部書道教室 馬場　弘江 下部 5

墨の会 笠井　和子 中富 7

27 華道 専門部長（理事） 池上　良子 華道部 池上　良子 身延 9

28 漢詩 専門部長（理事） 高橋　永太郎 峡南詩壇・松風会 高橋　永太郎 身延 3

29 編物 専門部長（理事） 青沼　ふじ代 編物教室 青沼　ふじ代 身延 8

30 着付 専門部長（理事） 髙野　淳子 初心者向着物教室 髙野　淳子 中富 2

絵画 専門部長（理事） 岩松　順子 下部絵画部 岩松　順子 下部 13

中富絵の会 笠井　義仁 中富 5

32 自然観察 専門部長（理事） 赤池　一博 自然愛好部 赤池　一博 下部 63

手芸 専門部長（理事） 平田　ふく子 イトの会 平田　ふく子 身延 8

絹布細工教室 望月　誠美 身延 8

33 部 33 名 63 サークル 63 名 781 人
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