
Ｎｏ 専 門 部  団  体  名 代表者名 会員数 Ｎｏ 専 門 部  団  体  名 代表者名 会員数

1 文芸 短歌クラブ 濱野　浩子 9 46 郷土芸能 中大領大杉ばやし保存会 橋本　一男 18

2 文芸 俳句の会 髙橋　志津子 7 47 郷土芸能 むつみ太鼓 小谷　光子 42

3 美術 彩友会 古島　淑子 19 48 郷土芸能 小金井子供お囃子会 稲葉　一晴 32

4 美術 下野木版画会 菅沼　みや子 11 49 茶華道 茶道芳月会 加藤　芳江 7

5 美術 下野市美術家協会 増野　喬 14 50 茶華道 草月いけばな刑部教室 刑部　久子 18

6 書道 石心会 鈴木　学 14 51 茶華道 髙木敏子社中 髙木　敏子 20

7 書道 千山会 海老原　冨美男 11 52 茶華道 飯野茶華道教室 飯野　郁子　 12

8 書道 中川学院 中川　賢一　 39 53 茶華道 裏千家茶道大島社中 大島　敦子 8

9 書道 柴村書道研究会 生沼　冬情   9 54 茶華道 グリムの里いけばな教室 栗原　和子 4

10 書道 はなくら 増山　恭晏 24 55 演劇 劇団AkⅡ 阿久津　優 13

11 書道 観星楼　書道篆刻研究院 大浦　舟人 11

12 手工芸 ラペリスフラワー 今井　玲子 13

13 手工芸 小金井文化編物教室 稲葉　幸代 14

14 手工芸 押し花　アート逸子 海老原　逸子 32

15 舞踊 石春会 山野井　かほる 4

16 舞踊 絵理華会 岡田　和美 5

17 舞踊 凰   会 広瀬　文子 3

18 舞踊 たつ若会 浅野　晴代 5

19 舞踊 西川会 白石　トミ子 6

20 ダンス イリマレイアロハ　イシバシ 大塚　里子 13

21 ダンス ハウオリハラウ・ジンジャー 竹内　世津子 5

22 ダンス ジャズダンス 高橋　佳枝 17

23 歌謡 憩いの会 横島　弘 7

24 歌謡 石唱会 三上　悌次 58

25 歌謡 南河内歌謡愛好会 坂本　信夫 19

26 歌謡 さくらの会 大木　美代子 38

27 吟詠 千秋流吟詠楽院 長岡　千秋 30

28 邦楽 育美会  カトレア 松沼　里子 8 Ｎｏ 所属・ﾌﾟﾛﾌｨｰﾙ等 会員名

29 邦楽 琴邦会 安土　美智子 15 1 静雅書道会 田村　漣喬　

30 邦楽 白鳳琴の会 角田　ヨシ子 9 2 独立書人団 関根　英春

31 邦楽 箏・樹陽会 近藤　美智子 19 3 日本詩人クラブ会員 谷萩　昌道

32 邦楽 華の会 菊地　みな子 3 4 陶芸クラブ 戸沢　茂

33 洋楽 ケーナ「虹の音」 中村　靖 7 5 日本舞踊 海老原　三江子

34 洋楽 しもつけウインドオーケストラ 落合　宜仁 35 6 （市議会議員） 村尾　光子

35 洋楽 SOUND FUTURE CLUB 松本　文男 4 7 ライブ、音楽活動 土田均プロダクション

36 民謡 （公財）民謡直恵会 川中子　君子 11 8 墨絵の会ほか 佐藤　善行

37 民謡 下野民謡研究会 永井　茂　 15 9 （市議会議員） 中村　節子

38 民謡 芳謡会 五月女　照雄 11 10 栃木県歌謡協会 原田　登志子

39 コーラス 混声合唱団石苑 野川　和男 22 11 歌謡 山北　義次

40 コーラス 女声合唱団「若葉コーラス」 小日向　美智子 29 12 歌謡 菊地　正勝

41 コーラス アンサンブルギオーネ 川上　泰子 17 13 歌謡 豊田　好明

42 コーラス 国分寺コーラス 阿久津　要子 10 14 歌謡 上野　幸市

43 コーラス 下野混声合唱団 根本　典夫 67

44 コーラス コール　もみの木 小池　紀子 9

45 郷土芸能 橋本神社太々神楽保存会 前原　章一 14

加入団体 ５５団体

団体会員 ９１６人

個人会員 １４人

令和３年度  下野市文化協会　団体・個人会員一覧


