
登録団体履歴
喜…弓削 H ll �6��&9�ﾉkﾂ�入会 ��陞���兔��8��登録団体名 偃ﾘ��¥｢�登録団体名 �?ﾈ橙�退会 （変更） �6��&9�ﾉkﾂ�

ll i■毒　楽 兀�ｩ_9�h橙�S57 ��福岡宝生会 儖ﾈ�����福岡町美術作家協会 買�� 兀�ｩ*ﾉOﾈ��ﾞﾈ徂ｺh橙�

l 　　り 僞ﾆｶ踟x橙�H18 ��能kno町会 ��茲�墨風会 買��H14 ��

≡　吟 兀�ｨｵ�Yx橙�S57 ��福岡輝風会 ������福岡写真クラブ ��H17 ��

り 冢ﾙ�hｾ��(橙�S57 ��弥生吟詠会 傚���;��高陵塾 買r�H13 ��

≒　舞 佶YYh橙�S57 ��剣楓会 ������紅露会 買b�H17 ��

華　楽 况ﾙuh橙�S57 買#2� �:���ﾇﾂ�越山会 買r�H9 ��

て＝琴 價ｩOﾈ橙�H7 買�b� 兌h��ﾇﾂ�福岡永楽会 買��（H15） 兀�ｩ*ﾉ��Y��ﾘx橙�

l ��Y�8ｽY�Y�ｨ橙�H8 ��買���｢�やまぼうし会 筈｢�さわらび短歌会 買��H21 ��

■l �5(5�8(5���H13 買#�� 筈｢�かたかご俳句会 買��H20 ��

l　l l �4ｨ6x8ﾈ4�橙�Hll 買�R� �(8��;��薮内竹風会 買�� 冩y>�'ﾉYx橙�

】 l 倬i�ﾘ橙� ��等仁会 ������福煎会 買��H12 ��

和の会 買��H13 ��華　道 番���(ﾈ陞��H9 ��買�8�｢�福岡町いけ花協会 

星の会 僣14 ��星の会 ������立島志野教室 買��（H13） ������

なごみの会 僣20 ��なごみの会 畑���池坊竹風会 買��（H13） ������

≡　至　芸前琵琶 � 買��� 筈｢�静和会 買��（H13） ������

三　三　童謡会 � ��幸謡会 筈｢�四柳社中 買��（H13） ������

三　重　福岡豊笑会 � ��福岡豊笑会 ������未生流 陪ﾆﾂ�（H13） ������

■　　　　夏場民謡クラブ � ��買���｢�いずみの会 畑���池坊古流 陪ﾆﾂ�（H13） ������

こぶしの会 僣9 ��こぶしの会 畑���小原流 陪ﾆﾂ�（H13） ��茲�

幸　三志穂会 僣ll ��買���｢�辰巳流千の会 畑���敬月流 陪ﾆﾂ�（H13） ������

毒萄会 僣9 ��藤舞会 筈｢�草月流 陪ﾆﾂ�（H13） ������

董紫扇会 僣9 ��豊紫扇会 ��R�草木染友の会 買�� ���m��Yth,ﾈ橙�

一号つ会 僣13 買�B� 兢(��Z��手綱みサークル 買��（H20） �6ｨ6(6xｻ8��

享朝会 僣13 買�B� 儖ﾈ�����福富ギャラリー 買��H13 ��

享柳流光穂会 l 僣9 買�2� ��茲�サロン・トプチ・ロゼ 買��H21 ��

…二一二十∴ニール福岡 儡57 買�R� 畑���版画 買��H13 ��

二一ラス福岡 l 僣15 ��買���｢�ウインドフラワーズ 傚���;��源軌舎 買���H19 ��

j　　　ラ・コメート 僣ll ��ラ・コメート ��
1 1　　＝－／レ・プリエ 僣24 ��コール・プリエ 

二軍　を　二フロン � ��陪ﾆﾈ�｢�たけんこ劇団 

±　て’′：1・スクェア 僣15 買�r� 

摩　言　責笛友の会 僣15 ��指笛友の会 

ト王　室　十㌧ドアンサンプル 僣18 買��� 

十十二オカリナ福来朗人 僣19 買#2� 

享一丁二　葉月 僣19 ��葉月 

二三　毒　河西舞踊研究所 僣20 ��河西舞踊研究所 

菅三二三言； 兀�ｨ抦ｧxﾕ｢�H21 ��福岡小学校 
l 〉 兀�ｩ(hｧxﾕ｢�H21 ��福岡中学校 

1 　　ト 】　ト 兀�ｨﾘ(ﾕ｢�H21 ��福岡高校 

福岡ひばり園 僣21 ��福岡ひばり園 
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芸能委員会

登録団体名簿

種　別 �6��&9�ﾉkﾂ�会員数 偃ﾘ��¥｢�登録団体名 ��Y�B�

能　楽 兀���圷��_8���h�����40 冕�����w��こ　ぶ　し　の　合 迭�

能　楽 僞ﾈ��ｸ��������x��ﾘr�30 仗R�拳　　仁　　合 迭�

尊　卑 兀���圷��ｵ���Yx��ﾘr�30 椥B�星　　の　　会 ����

尊　卑 冢ﾘ���h��ｾ����(��ﾘr�9 仗R�な　ご　み　の　合 途�

尊　貴 佶X����Yh����ﾘr�3 ��Y�8ｽR�や　ま　ぼ　う　し合 ����

コーラス �4X48986�7H8�8��ｸ5��16 ������ﾈ��たけん　こ劇団 ����

コーラス �8��X5(��8����ｸ6r�18 况ﾘ��Y��可西舞踊研究所 �#"�

コーラス �5(�ｸ8ｸ�X7h8ｨ4r�7 �4ﾈ�ｸ7ｸ�ｸ6��薯　　　　　　月 唐�

日　　舞 �:�����ｴﾘ����橙�15 倡x����4｢�指　笛　友　の　会 �2�

日　　舞 囘ﾈ��閂��ｼx����5 伜顋X檍蹴�福岡　ひば　り　園 

日　　舞 �$8���9zﾉ�x,ﾈﾘr�5 伜顋X檍蹴�福　岡　小　学　校 

民　　謡 儘ｸ����wx����ﾘr�12 ��h�檍蹴�福　岡　中　学　校 

民　踊 民　踊 兀�ｩdﾈ�橙�*(+�-ﾘ,ﾈﾘr�8 4 ��h�檍蹴�福岡高等学校 

小　　　　　　計 �282 

芸術委員会

種　別 �6��&9�ﾉkﾂ�会員数 ��種　別 �6��&9�ﾉkﾂ�会員数 

美　術 兀�ｩ*ﾉOﾈ��ﾞﾈ徂ｺh橙�18 ��茶　道 �亰i(94ｸｭ�>�zﾉ'ﾉYxﾘr�17 

草　　道 兀�ｩ*ﾈ*(*�Hｺh橙�27 ��染 ���m��Yth,ﾈ橙�11 

前　句 兀�ｩ*ﾉ��Y��ﾘx橙�38 ��編　　物 �6ｨ��6(��6x��ｻ8����8 

小　　　　　　計 �119 

合　　　　　　計 �401名 

福岡町文化少年団

教　　室　　名 ��ﾉ�B�

ジュニア美術捉検隊 ����

はじめてのお茶 ��2�

日　本　舞　踊 釘�

笛・太鼓（能楽） �"�

詩　　　　　　吟 ���

やさしいお黎教室 �2�

町の民謡踊　り ����

合　　　　　　計 鼎R�

役立30周年紀念事業

実行委員会

貴　　厚行

神代亜紀男

山岸　俊清

寺田　　茂

藤間　舞寺

井渕　幸雄

蒲田　芳子

堂田　笑峰

庄田登美子

林　美智枝

地噂　或治

広報委員会

貴　　厚行

地崎　諷治

寺田　　茂

向山　　登

国l篭匿



役員名簿

顧　　問 俘(��68������4��理　事 （芸能委員会） 儖h��ﾞ���=h�����
井　村　昭　彦 剄ａ@田　憲　弘 

川　島　恵　子 剿x　澤　美佳子 

小　山　　　豊 凉ﾘ��饕��佗ﾈ��効醜檍�｢�庄　田　登美子 

会　　長 冕ｨ������ﾏｨ��ﾗ2��;���68�����_B�

副会長 ������8��木ｴ�&｢�兀���8x����ﾛ(���
山　岸　俊　清 剽ﾑ　　　美智枚 

理事長 倬ｸ��68������l��監　　事 僭���ﾋH��ｮﾉ�8���

理　事 ｛芸能委員会） �H��諟��ﾔｸ��u�������J���楮��桙�蒲　田　芳　子 倬ik�ｼr�寺　田　　　茂 

斉　藤　喜久子 刳浴@田　芳　子 

中　村　範　子 ��

役員履歴
在　任　期　間 ����+r�副　会　長 剽搦亦ｷ 

昭和57年9月～平成5年3月 冕ｨ��ﾉｸﾞﾂ�田畑唆一 侈�&ﾘ���H�� 

千曳5年4月～平成14年3月 ��9nﾈ��4��中山　法遂 ���慰ｸ��� 

辛屯14年4月～平成20年3月 ��ﾉ8x��ﾆ(���中山法遂 冕ｨ��ﾏｨﾗ2�小山　　豊 

千束20年4月～平成24年4月 傅ﾈ�(����dﾂ�神代盟紀男 冕ｨ��ﾏｨﾗ2�吉国史正子 

乎屯24年5月～ 冽ｸ��ﾏｨﾗ2�神代盈紀男 伜(ｭﾘ�)�B�寺田　茂 

5月11日に総会、5月21日に第1回設立30周年記念

事業実行委員会、5月30日に第1回記念誌担当打合会
が行われ、その後各団体から寄稿や写真を集め、印刷

会社を決める等早くから準備を進めてきたものの、記
念式典・芸能祭・芸術祭・祝賀会の準備に追われ中座
してしまい、結局は11月3日の記念事業の写真が揃っ
てからが編集に拍車がかかり、慌ただしく発行に至り
ました。

「芸文協だより・設立20周年記念号」を基礎に21

司年以後の歩みを追加し、写真はすべて最近のものを

掲載しました。30年の歩みを振り返り見るに、これま
で芸文協を支えて来られた多くの方々の御苦労にただ
感謝を申し上げる次第です。

この記念誌が芸文協の今後のより一層の発展に役立
つならば幸いです。

おわりに、発行までにご協力を賜りました各位に対
し、厚く御礼を申し上げます。

（寺田　茂）

福岡町芸術文化協会
設立30周年記念誌

◇発　行　日◇

平成24年12月15日

◇発行責任者◇

蓑　厚行

◇印　刷　所◇

第一印刷


