
名前 フリガナ 電話番号 メールアドレス

1 ダンス 健康増進と維持のためのラジオ体操やレクダンス 健康サークル 澤田　冷子 サワダ　レイコ 0143-85-1491 -

2 ダンス
ストレッチ体操　床運動、ジャズ・ダンスの基礎、応
用など

ストレッチ・ジャス・ダンス
サークル

五十嵐 智子 イガラシ トモココ 0143-85-3508 -

3 ダンス ストレッチ・ジャスダンス・タップダンス L・K・Iダンススタジオ 石崎　和子 イシザキ　カズコ 0143-44-1487 -

4 レクダンス ストレッチ　簡単なダンス
ストレッチ＆ダンスサーク
ル　ジョイステップ

川西　和子 カワニシ　カズコ 0143-83-1129 -

5 レクダンス
レクリエーションダンス　講師を招き習う日と、自分
たちで練習する日を設けています

美園婦人部レクダンス・
サークル

西巻　史子 ニシマキ　アヤコ 0143-86-7689 -

6 社交ダンス
社交ダンス技術や実技指導
会員相互の親睦

美園町老人クラブダンス
サークル

松岡　国平 マツオカ　クニヘイ 0143-86-3859 -

7 社交ダンス 講師による、社交ダンスのレッスン わしこうÐ愛好会 斉藤　功 サイトウ　タクミ 090-6695-3470 -

8 バレエ
クラッシクバレエ　バレエピラティス　クラシックバレエ
を用いたストレッチ

ＡＹＡＫＯ　ＢＡＬＬＥＴ 須田　文子 スダ　アヤコ 0143-86-8508 ayako-ballet95@dream.bbexcite.jp

9 伝統芸能踊り 伝統芸能「かっぽれ」
梅后流江戸芸　登別かっ
ぽれ道場

櫻川　偲有
（廣瀬　淑子）

サクラガワ　シユウ
（ヒロセ　ヨシコ）

0143-86-2210 y-hirose@cameo.plala.or.jp

10 日本舞踊・新舞踊 日本舞踊、新舞踊 花柳燁紫衛会 菊地　明美 キクチ　アケミ 0143-86-7956 -

11 フラダンス フラダンス
フラ＆タヒチアン　ヤジマ
ファレ　登別アヌヘア教室

中林　美志子 ナカバヤシ　ミシコ 0143-83-3558 -

1 合唱

登別市民文化祭「登別コーラスフェスティバル」を
毎年開催しています
【登別合唱協会所属団体】「女声コーラスしおさい」
「ボニークラック」「女声コーラスＭＦＣ」

登別合唱協会 古田　幸代 フルタ　ユキヨ 0143-85-6244 -

2 合唱
ハーモニーをつくりあげるため、各パートの音取り、
歌詞の理解、発声方法などの指導を受け、練習し
ています

登別女声コーラスＭＦＣ 古田　幸代 フルタ　ユキヨ 0143-85-6244 -

3 合唱 発声練習や合唱 ボニー・クラック 上出　紀子 カミデ　ノリコ 0143-86-4710 -

4 カラオケ カラオケ
日本クラウンレコードあざ
みの会

舛甚　恵造 マスジン　ケイゾウ 0143-85-7339 -

5 民謡 民謡・尺八・三味線等 登別民謡連合会 酒井　孝平 サカイ　コウヘイ 0143-85-5245

6 民謡 北海道・全国・江差追分等民謡一般及び三味線 民謡はまなす会 三上　恵久英 ミカミ　エクヒデ 0143-86-5710 -

7 民謡 北海道・全国・江差追分等民謡一般及び三味線 民謡陽春会 三上　恵久英 ミカミ　エクヒデ 0143-86-5710 -

8 民謡・三味線 江差追分、一般民謡、三味線（民謡の伴奏） 涛晴会 石橋　涛栄 イシバシ　トウエイ 0143-83-3555 -

9 大正琴
大正琴の活動　上達に応じて邦楽・演歌・童謡・ク
ラシックなど幅広い音楽を楽しんでいます

琴城流大正琴愛好会 岡田　陽子 オカダ　ヨウコ 0143-85-1830 -

10
フォルクローレ・
ケーナ・サンポー
ニャ

フォルクローレ・楽器（ケーナ、サンポーニャ等） アプルナス 氏家　康代 ウジイエ　ヤスヨ 0144-83-3137 happy833137@ybb.ne.jp

11 カラオケ カラオケ 登別カラオケ企画 俵谷　勝美 タワラヤ　カツミ 090-9759-8989

1 絵画
毎月2回メンバーが集まり、静物写生や風景写生を
行っています （講師はいません）

絵画サークル　パレット 干谷　勝利 ホシヤ　カツトシ 0143-88-1246 -

2 水彩画
デッサンや静物の水彩画制作　※例会外で野外制
作も行っています

登別水彩サークル 今村　義之 イマムラ　ヨシユキ 080-5585-2172 -

3 水墨画
水墨画の基本から実技までを学んでいます　（墨彩
画）

水墨画の会
瀬戸　孝子
（如扇）

セト　タカコ
（ニョセン）

0143-85-4235 -

4 デッサン
絵画の基礎であるデッサンの学習（講師：道展会
員）

登別人物デッサンサーク
ル

田村　きん子 タムラ　キンコ 0143-83-3460 -

問合せ先

踊り

音楽

絵画
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5 魚拓
魚や貝殻、木の葉などをハンカチや布のきれに色を
つけて拓します

登別魚拓同好会 黒澤　友義 クロサワ　トモヨシ 0143-85-2578 -

1 文化研究会
登別地方における考古、歴史、地理及び自然につ
いての研究。月例会、巡見等

登別郷土文化研究会 佐々木　功 ササキ　イサオ 0143-85-5213 -

2 文化研究会
縄文文化についての講演会の開催や、遺跡見学、
縄文どきどきまつりの開催など

登別縄文どきどきクラブ 大谷　賢一 オオタニ　ケンイチ 0143-86-3360 -

1 書道
講師より書光誌に沿った漢字・仮名・ペン習字等指
導を受け学んでいます

柴舟書道会
東川　フミ子
（柴舟）

アズマカワ　フミコ
（サイシュウ）

0143-83-1040 -

2 書道
書道展の開催や研修旅行の実施地区における指
導者の紹介などを行っています

登別書道連盟
成田　幸久
（成峰）

ナリタ　ユキヒサ
（セイホウ）

0143-85-2067 -

3 書道 書道の実技を学びます 登別書朋会
種田　治男
（勁竹）

タネダ　ハルオ
（ケイチク）

0143-83-2010 -

4 書道 書道教室（実用書道・古典芸術書道等） 墨生書道学院
山﨑　貫二
（光雲）

ヤマザキ　カンジ
（コウウン）

0143-85-1363 -

5 将棋 初心者から有段者まで自由に対局しています 登別将棋同好会 佐藤　和義 サトウ　カズヨシ 0143-85-9670 -

6 俳句 俳句の研鐟 登別俳句協会 袖山　功 ソデヤマ　イサオ 0143-86-3270 -

7 詩吟 詩吟の研修 北心吟道会 貫和　秀雄 ヌキワ　ヒデオ 0143-83-2829 -

8 詩吟
奇数月ごとに歌会をもち、会員が持ち寄った短歌を
みんなで合評し、天・地・人位を選定しています

登別歌人会 小川　潔 オガワ　キヨシ 0143-85-7281 -

1 洋裁
自分の体の型を取り、好きなデザインを作って楽し
んでいます

登別洋裁サークル 茨目　真知子 イバラメ　マチコ 0143-85-8319 -

2 クラフト
専用のペーパーと道具を使用し、カードや壁飾りな
ど
立体的な作品を作っています

クラフト和華 佐藤　美和子 サトウ　ミワコ 0143-45-2468 -

3 ステンシル ステンシル
キャロットステンシルサーク
ル

吉内　君子 ヨシウチ　キミコ 0143-86-7901 -

4 木彫 木彫作品づくり（テーブル、鏡、椅子など） 木彫サークル　コスモス会 宮武　小夜子 ミヤタケ　サヨコ 0143-85-4363 -

5
フラワーアレンジメ
ント・押し花・ポー
セラーツ

フラワーアレンジ、押し花、ポーセラーツの指導を受
け、学んでいます

フラワーサークル 小澤　節子 オザワ　セツコ 0143-86-0165 -

6 いけばな 季節の生花を月２回楽しく生けています 生花サークル 今泉　富美子 イマイズミ　フミコ 0143-86-1734 -

1 料理教室 家庭料理を中心に健康食の調理実習をしています ランチボックス 吉村　よし子 ヨシムラ　ヨシコ 0143-86-3041 -

2 ヨガ ヨガ技術の向上を目指し、活動しています ヨガサークル　リラ 福井　昌子 フクイ　マサコ 0143-85-2336 -

3 ヨガ ヨガの実技について、学んでいます ヨガサークル　たんぽぽ 徳田　美子 トクダ　ヨシコ 0143-86-1634 -

4 ヨガ
呼吸法、柔軟法、アサナ、ストレッチ、真向法、冥想
法、修正行法、若石健康法、香功を学び、活動し
ています

ヨガサークル　らんの会 廣瀬　淑子 ヒロセ　ヨシコ 0143-86-2210 y-hirose@cameo.plala.or.jp

1 子育てサークル
０歳～就園児の親子を対象に親子活動を行ってい
ます　（季節行事やリトミック、自然での活動など）

ＭＭＣママサー 木村　由起 キムラ　ユキ 0143-88-3551 -

2 指導者育成
小学生、中学生のリーダー研修会、育成者・指導
者の養成・支援、伝承文化の普及（下の句かるた）

登別市子ども会育成連絡
協議会

秋葉　三樹雄 アキバ　ミキオ 0143-85-7992 -

美容
健康

子育て

絵画

郷土史

書道文芸

工芸　手
芸　お花



1 バドミントン
バドミントンを通して、運動不足を解消し、健康や体
力の維持、老化防止、会員同士の親睦を深めてい
ます

四葉サークル 菊池　隆 キクチ　タカシ 0143-88-0124 -

2 バドミントン バドミントン 登別シャトル愛好会 小川　早智子 オガワ　サチコ 0143-88-4771 -

3 太極拳
太極拳（入門、初級、24式、他）、準備運動（練功
18法）を行っています

鷲別太極拳 荒木　ひろ子 アラキ　ヒロコ 0143-86-4190 -

4 太極拳 陳氏太極拳、剣、制定拳、剣　等を行っています
登別太極拳倶楽部　陳式
普及会登別

千嶋　華代子 チシマ　カヨコ 0143-85-8756 -

5
少林寺拳法・レク
レーション

少林寺拳法の実技と各レクリエーションを行ってい
ます

少林寺拳法登別連盟　登
別少林寺拳法スポーツ少
年団

伊藤　正三 イトウ　マサゾウ 0143-85-1206 -

6 レクレーション
レクリエーション活動を通じて、文化生活の向上と市
民及び会員の相互理解と連携（親睦）を図っていま
す

登別レクリエーション協会 荒生　勇司 アラオ　ユウジ 0143-86-8636 -

7 グラウンドゴルフ グラウンドゴルフの指導とプレーを楽しんでいます 登別グランド・ゴルフ協会 二階堂　成男 ニカイドウ　シゲオ 0143-86-8321 -

8 空手
講師より剛柔流空手道の実技指導を受け、学んで
います

I.K.O　剛柔流空手道 美
園空手クラブ

成田　絹代 ナリタ　キヌヨ 0143-86-8471 -

9 柔道
講道館柔道の形、ルール、実技の指導を学び、活
動してます

登別柔道スポーツ少年団 佐藤　好徳 サトウ　ヨシノリ 0143-85-8906 -

1 福祉
お年寄りの方々とのふれあい交流、お話相手など
福祉活動を行っています

特定医療法人社団　千寿
会　介護老人保健施設
グリーンコート三愛

永山　雅一 ナガヤマ　マサカズ 0143-83-0111 -

2 福祉
知的、発達障がいについての啓発活動や障がいの
ある人達と一緒に活動しています

登別市手をつなぐ育成会 橋本　眞弓 ハシモト　マユミ
0143-85-3970
（登別市民会館内
喫茶ハーモニー）

-

3 点字指導 点字、点訳についての活動をしています
登別市点訳赤十字奉仕
団

志賀　征子 シガ　マサコ 0143-81-2210 -

4 手話
手話学習をしています（学校や行事においての手話
体験の指導も行っています）

登別手話の会 坂元　秀行 サカモト　ヒデユキ
0143-88-0836
（登別市社会福祉
協議会）

-

5 ボーイスカウト
野外活動全般（工作、ゲーム、歌、テントを張りキャ
ンプ、野外料理など）

日本ボーイスカウト登別第
１団

木原　靖之 キハラ　ヤスユキ 0143-88-0379 -

6 自然学習
身近な自然に親しみ、大切にする活動をしています
（親子で自然体験など）

自然愛好グループ　ヨシキ
リの会

伴野　美江 バンノ　ミエ 0143-85-7515 -

7 自然学習
「キウシト湿原」の現況視察や保全と再生に関する
実践活動をしています

特定非営利活動法人　キ
ウシト湿原・登別

堀本　宏 ホリモト　ヒロシ 0143-83-2420 -

8 自然学習
自然体験活動の提供及び各種知識・技術に関する
講座の実施や子育て支援に関わる各種講座

特定非営利活動法人　登
別自然活動支援組織　モ
モンガくらぶ

吉元　美穂 ヨシモト　ミホ

0143-85-2569
（登別市ネイチャー
センター「ふぉれす
と鉱山」）

momonga@npo-momonga.org

9 オリエンテーリング オリエンテーリング
北海道オリエンテーリング
協会　登別ＯＬＣ

佐藤　公英 サトウ　キミヒデ 0143-85-3948 h11560ks@sea.plala.or.jp

スポーツ

その他
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