
≪芸術部門≫ 

 

＜文学・文芸＞ 

団体名（会員数） くにみ短歌会（１４名） 

活動紹介 

・勉強会（毎月１回） 

・１１月の町文化祭（総合展示） 

・町外の短歌会との交流会 

・会員の親睦会（年１回） 

・ＮＨＫ全国短歌大会への参加（希望者） 

・福島県文学賞への参加（希望者） 

活動日 定期（毎月 第２月曜日） 

主な活動場所 国見町観月台文化センター 

 

団体名（会員数） 国見民話の会（９名） 

活動紹介 

・定例会 

・いきいきサロン活動 

・他町・市との同好会への参加 

・１１月の町文化祭（総合展示）への参加 

活動日 定期 

主な活動場所 国見町観月台文化センター 

 

団体名（会員数） くにみ川柳クラブ（１１名） 

活動紹介 

・定例会（毎月） 

・１１月の町文化祭（総合展示） 

 

 

活動日 定期（月１回） 

主な活動場所 国見町観月台文化センター 



＜音楽＞ 

団体名（会員数） 国見フラウェン（１４名） 

活動紹介 

・県合唱祭への出演 

・１０月の町文化祭（音楽芸能発表）への出演 

・音楽を楽しむ会への参加 

 

活動日 定期 月３回 土曜日 

主な活動場所 国見町観月台文化センター 第３研修室 

 

団体名（会員数） くにみ愛唱歌クラブ（２０名） 

活動紹介 

・定期練習 

・１０月の町文化祭（音楽芸能発表）への出演 

・社会福祉、介護施設等への訪問 

 

活動日 定期 毎月第１・第３木曜日 

主な活動場所 国見町観月台文化センター 第３研修室 

 

団体名（会員数） 国見オカリナクラブ（１２名） 

活動紹介 

・自主練習（毎月２回） 

・定期練習（毎月１回） 

・１０月の町文化祭（音楽芸能発表）への出演 

・各種イベントへの出演 

活動日 定期 毎月第３火曜日、第１・第４木曜日 

主な活動場所 
国見町観月台文化センター 

その他（各地区集会所、介護施設） 

 



団体名（会員数） エィジドスーパームーン（７名） 

活動紹介 

・１０月の町文化祭（音楽芸能発表）への出演 

・定期練習 

・各種イベントへの出演 

 

活動日 定期 毎週金曜日 

主な活動場所 国見町観月台文化センター  

 

団体名（会員数） 津軽三味線愛好会（９名） 

活動紹介 

・１０月の町文化祭（音楽芸能発表）への出演 

・各種イベントへの出演 

 

活動日 定期 毎月第１・第３土曜日 

主な活動場所 国見町観月台文化センター  

 

団体名（会員数） ミュージックライセンス（７名） 

活動紹介 

・１０月の町文化祭（音楽芸能発表）への出演 

・各種イベントへの出演、施設慰問 

 

活動日 不定期  

主な活動場所 国見町観月台文化センター  

 

  



＜写真＞ 

団体名（会員数） 国見フォトクラブ（２２名） 

活動紹介 ・定例会５回 

・撮影会３回（春１回、秋１回） 

・作品展示２～３回（町文化祭（総合展示）含む） 

 

活動日 定期（月１回） 

主な活動場所 
国見町観月台文化センター（定例会） 

県内外の景勝地（撮影会） 

 

＜演劇＞ 

団体名（会員数） 人形劇サークル「エプロン」（９名） 

活動紹介 ・人形劇の練習、製作、公演、研修、懇親 

・１１月の町文化祭（総合展示）への参加 

・公民館事業への協力 

 

活動日 定期（毎週 火曜日） 

主な活動場所 
国見町観月台文化センター（定例会） 

公演依頼会場 

 

＜舞踊＞ 

団体名（会員数） 直派若柳流宝松会国見教室（６名） 

活動紹介 

・１０月の町文化祭（音楽芸能発表）への出演 

・年２回のおさらい会 

・神社での奉納舞 

 

活動日 定期 月３回 

主な活動場所 代表者自宅 

 



団体名（会員数） 若柳会国見教室（５名） 

活動紹介 

・春のおさらい会（５月） 

・講習会（６月） 

・夏のおさらい会 

・１０月の町文化祭（音楽芸能発表）への出演 

 

活動日 定期  

主な活動場所 国見町観月台文化センター 

 

団体名（会員数） 扇ゆりの会（８名） 

活動紹介 

・福島市舞踊まつりへの出演 

・１０月の町文化祭（音楽芸能発表）への出演 

・老人ホーム等慰問 

 

活動日 定期 月２～３回 水曜日 

主な活動場所 国見町国見東部高齢者等活性化センター 

 

団体名（会員数） 不二浪流青葉会（７名） 

活動紹介 

・不二浪流春の温習会（４月） 

・１０月の町文化祭（音楽芸能発表）への出演 

・不二浪流新年の集い（１月） 

 

活動日 定期 毎週金曜日 

主な活動場所 国見町観月台文化センター 

 



団体名（会員数） 国見不二浪会（６名） 

活動紹介 

・１０月の町文化祭（音楽芸能発表）への出演 

・各種イベントへの出演 

・新年の集い 

 

活動日 定期 毎週日曜日 

主な活動場所 国見町観月台文化センター 

 

団体名（会員数） 国見よさこい（３１名） 

活動紹介 

・１０月の町文化祭（音楽芸能発表）への出演 

・各種イベントへの出演 

 

 

活動日 定期 毎週土曜日 

主な活動場所 
国見町観月台文化センター 

イベント会場 

 

 

団体名（会員数） 国見ダンスクラブ（６名） 

活動紹介 

・練習 

 

 

 

活動日 不定期 

主な活動場所 国見町観月台文化センター 

 



団体名（会員数） くにみフラクラブ（１２名） 

活動紹介 

・１０月の町文化祭（音楽芸能発表）への出演 

・町内外イベントへの出演 

 

 

活動日 定期 毎月第１・第３木曜日 

主な活動場所 国見町観月台文化センター 第一和室 

 

団体名（会員数） 国見太極拳愛好会（１４名） 

活動紹介 

・１０月の町文化祭（音楽芸能発表）への出演 

・県武術太極拳交流大会、選手権大会への出演 

・県連前期技能検定（８月） 

・各種イベントへの出演 

活動日 定期 毎週木曜日 

主な活動場所 国見町観月台文化センター  

 

団体名（会員数） 扇さくら会（７名） 

活動紹介 

・１０月の町文化祭（音楽芸能発表）への出演 

・各種イベントへの出演、施設慰問 

 

 

活動日 不定期 

主な活動場所 国見町観月台文化センター  

 

 



団体名（会員数） 扇すみれ会（９名） 

活動紹介 

・１０月の町文化祭（音楽芸能発表）への出演 

・定期練習（毎週１回） 

・各種イベントへの出演 

 

活動日 定期 毎週木曜日 

主な活動場所 国見町観月台文化センター  

 

団体名（会員数） 峰山流扇照会国見教室（５名） 

活動紹介 

・１０月の町文化祭（音楽芸能発表）への出演 

・峰山流扇照会舞踊発表会への出演 

・定期練習（毎週１回） 

・各種イベントへの出演 

活動日 定期 毎週水曜日 

主な活動場所 国見町観月台文化センター  

 

＜その他の芸術＞ 

団体名（会員数） 習友会（８名） 

活動紹介 ・各自の課題について習作活動 

・１１月の町文化祭（総合展示）への全員参加 

 

 

活動日 定期（月２回 第１・第３水曜日） 

主な活動場所 国見町観月台文化センター 

 

 



団体名（会員数） 手習いクラブ（１５名） 

活動紹介 ・書の活動 

・１１月の町文化祭（総合展示）出展 

 

 

活動日 定期（月の第１・第３ 火曜日） 

主な活動場所 国見町観月台文化センター 

 

団体名（会員数） 国見町陶芸サークル（１２名） 

活動紹介 ・陶芸室での活動 

・他陶芸サークルとの交流 

・研修旅行、懇親会 

・ボランティア活動 

・他窯元等での作品造り 

・１１月の町文化祭（総合展示）出展作品造り 

活動日 定期（毎週 木・金・土曜日） 

主な活動場所 国見町観月台文化センター 

 

  



≪伝統芸能部門≫ 

 

＜その他の我が国古来の伝統的な芸能＞ 

団体名（会員数） 国見町郷土史研究会（１７０名） 

活動紹介 

・１１月の町文化祭（総合展示）への参加 

・会報「郷土の研究」発行（３月） 

・研修会や各種講座の開催（随時） 

 

活動日 不定期 

主な活動場所 
国見町観月台文化センター 

国見町文化財センター 

 

団体名（会員数） 内谷春日神社太々神楽保存会（１９名） 

活動紹介 

・１０月の町文化祭（音楽芸能発表）への参加 

・春日神社例大祭奉納 

・後継者養成（小中高） 

・楽人部練成（毎週１回） 

活動日 定期 毎週土曜日 

主な活動場所 
国見町観月台文化センター 

春日神社 

 

団体名（会員数） 和筝会（８名） 

活動紹介 

・県三曲連盟発表会への参加 

・１０月の町文化祭（音楽芸能発表）への参加 

 

 

活動日 定期 毎週１回 

主な活動場所 
国見町観月台文化センター 

その他 



団体名（会員数） 国見古典鑑賞会（２２名） 

活動紹介 

・１０月の町文化祭（音楽芸能発表）への参加 

・文学講座 

・子ども和楽器体験教室 

・若い芽のコンサート 

・ブックカフェ 

 

活動日 不定期 

主な活動場所 
国見町観月台文化センター 

道の駅国見あつかしの郷（ブックカフェ） 

 

 

 

 

  



≪芸能部門≫ 

 

＜その他の芸能＞ 

団体名（会員数） 国見町吟詠会（６名） 

活動紹介 

・福島岳風会 吟道大会、吟道講座 

・信達支部 吟道大会 

・昇段審査（年２回） 

・１０月の町文化祭（音楽芸能発表）への出演 

活動日 定期 毎週金曜日 

主な活動場所 国見町観月台文化センター 

 

団体名（会員数） 国見民謡クラブ菁川会（１０名） 

活動紹介 

・民謡全国大会への参加 

・民謡東北大会への参加 

・温習会、花見、新年会 

・１０月の町文化祭（音楽芸能発表）への出演 

・ボランティア活動 

活動日 定期 （毎月第１～第２、第４水曜日） 

主な活動場所 
国見町観月台文化センター 

その他 

 

団体名（会員数） 国見カラオケ愛好会（６名） 

活動紹介 

・レッスン（月２回） 

・鈴木勝二歌謡教室発表会 

・１０月の町文化祭（音楽芸能発表）への出演 

・各種大会、発表会、イベントへの出演 

活動日 定期 毎月第２木曜日、第４日曜日（変更有） 

主な活動場所 
国見町観月台文化センター 

各種大会会場 



団体名（会員数） カラオケ楽しむ会（７名） 

活動紹介 

・１０月の町文化祭（音楽芸能発表）への出演 

 

 

 

活動日 不定期 

主な活動場所 カラオケ店 

 

団体名（会員数） カラオケあつかし会（６名） 

活動紹介 

・１０月の町文化祭（音楽芸能発表）への出演 

・桜カラオケ発表会への出演 

・黒沢絹発表会への出演 

 

活動日 不定期 会員都合 

主な活動場所 伊達市内、福島市内カラオケ店 

 

団体名（会員数） 桜カラオケ愛好会（７名） 

活動紹介 

・１０月の町文化祭（音楽芸能発表）への出演 

 

 

 

活動日 不定期 

主な活動場所 観月台文化センター 

 

 

 



≪生活文化・娯楽部門≫ 

 

団体名（会員数） 国見茶道クラブ（７名） 

活動紹介 

・稽古（毎週） 

・御茶会 

・１１月の町文化祭（総合展示）への参加 

 

活動日 定期（毎週木曜日） 

主な活動場所 国見町観月台文化センター 

 

団体名（会員数） 茶道裏千家 松風会（７名） 

活動紹介 

・稽古（毎月２回） 

・地域のイベント等への参加 

 

 

活動日 不定期 （月２～３回 火曜日・土曜日） 

主な活動場所 国見町観月台文化センター 茶室 

 

団体名（会員数） 国見パッチワーククラブ（８名） 

活動紹介 

・１１月の町文化祭（総合展示）への出展 

 

 

 

活動日 定期 （毎月 第３月曜日） 

主な活動場所 国見町観月台文化センター 

 



団体名（会員数） 国見町将棋同好会（２０名） 

活動紹介 

・定期大会（年１回） 

・練習（月１回） 

 

 

活動日 定期 （毎月 第２土曜日） 

主な活動場所 国見町観月台文化センター 

 

団体名（会員数） 国見町囲碁同好会（２１名） 

活動紹介 

・年４回程度の囲碁大会 

・新春町長杯囲碁大会への参加（２月） 

・他市町との交流戦（年３回） 

 

活動日 定期 （毎週土曜日） 

主な活動場所 国見町観月台文化センター 第２和室 

 

団体名（会員数） あすなろ絵手紙の会（７名） 

活動紹介 

・１１月の町文化祭（総合展示）への参加 

 

 

 

活動日 不定期 

主な活動場所 国見町観月台文化センター 

 

 



団体名（会員数） 国見パソコンクラブ（１６名） 

活動紹介 

・パソコン技能のスキルアップ 

 

 

 

活動日 定期 （毎月 第２・第４火曜日） 

主な活動場所 国見町観月台文化センター 

 

団体名（会員数） よみきかせ みみずく（１１名） 

活動紹介 

・定例会、勉強会（毎月１回） 

・定例おはなし会（毎月１回） 

・１１月の町文化祭（総合展示）への参加 

・１２月の公民館事業への参加 

・国見小学校でのおはなし会 

・国見町子どもクラブでのおはなし会 

活動日 定期 （毎月 第２・第３日曜日） 

主な活動場所 国見町観月台文化センター 第２和室 

 

団体名（会員数） 国見町中国語サークル※愛称：ピンインネット（１０名） 

活動紹介 

・レッスン（毎月１～２回） 

・親睦会（年２～３回） 

 

 

活動日 定期 （月の第２・第４ 金曜日） 

主な活動場所 国見町観月台文化センター 

 



団体名（会員数） あつかし料理クラブ（１０名） 

活動紹介 

・実習会（毎月１回） 

・旅行 

・忘年会、新年会 

 

活動日 定期 （毎月 第３火曜日） 

主な活動場所 国見町観月台文化センター 栄養指導室 

 

団体名（会員数） くにみマジック愛好会（１７名） 

活動紹介 

・１０月の町文化祭（音楽芸能発表）への出演 

 

 

 

活動日 定期 （毎月 第３木曜日） 

主な活動場所 国見町観月台文化センター  

 

団体名（会員数） くにみ３Bフレンズ（１４名） 

活動紹介 

・１０月の町文化祭（音楽芸能発表）への出演 

・各種イベント、地区発表会への参加 

 

 

活動日 定期 （毎週 火曜日） 

主な活動場所 国見町観月台文化センター  

 

 



団体名（会員数） 国見３Bシスターズ（１９名） 

活動紹介 

・１０月の町文化祭（音楽芸能発表）への出演 

・伊達地区３B体操交流会 

・各種イベント、地区発表会への参加 

 

活動日 定期 （毎週 金曜日） 

主な活動場所 国見町観月台文化センター  

 


