
　１　　小牧日本舞踊協会　　(５団体） （8団体） 　２５名

団　体　名 代表者

会長（文協常任理事） 花柳琴阿　

副会長（理事） 西川登茂廣

会計（理事） 倉知杏衣

監事 西川朋たか

1 西川登茂廣社中 斉木成子　理事

2 花柳琴阿社中 太田早苗　理事

3 倉知杏衣社中 倉知杏衣

4 西川朋たか社中 田中 　潮

5 華の会 石黒節子

6 西川洋志づ

7 西川妃風

8 内田寿晴　社中

平成２９年度 小牧市文化協会加盟団体
代表者及び団体別会員数   1,３７２



　２　　小牧市書道連盟(１団体） 　４６名

団　体　名 代表者

会長　　（文協会長） 志村松琴

副会長 松浦華苑

理事長（文協常任理事） 井上紫水

会計（ 文協理事） 夫馬春園

会計（文協理事） 堀田清苑



　３　　小牧市洋舞連盟（３団体） 　７２名

団　体　名 代表者

会長 峰雪まゆみ

副会長（文協理事） 山田果奈

副会長（文協理事） 中山純子

書記 松浦真奈美

会計（文協常任理事） 丹羽　栄

監事（文協理事） 川崎紗由美

1 ミュージカル劇団スパーク 峰雪まゆみ

2 ゆきこま会 丹羽　栄

3 ハラウ・フラ・オハナ 山田果奈



　４　　小牧市民謡連盟（３団体） ６７名

団　体　名 代表者

会長（文協副会長） 森　信佐句

副会長（文協常任理事） 美波駒光

会計（文協理事） 大田とく子

監事（文協理事） 松浦みち子

1 森民謡会 森　信佐句

2 駒光会 美波　駒光

3 みすじの同好会 小川　晴子　



　５　　小牧市文芸協会（８団体） １４８名

団　体　名 代表者

会長（文協理事長） 川島公子

副会長 岡野允俊

副会長（理事） 木村千秋

事務局長（文協常任理事） 稲富文惠

編集長 吉田吉樹

副編集長（理事） 下尾由子

経理長 堀　文代

1 詩文 川島公子

2 駒来俳句会 中野義弘

3 俳句　つくし句会 前田憲治

4 小牧短歌会 安藤恒子

5 短歌　水星会 落合明美

6 小牧川柳会 淵上博記

7 小牧冠句会 秋田　寛

8 虹の会　俳句 清水信義



　６　　小牧市美術協会（５団体） 　９６名

団　体　名 代表者

会長 伊藤　隆

副会長 安藤　　徹

副会長 武田ひろし

事務局・会計 柗浦和子

1 小牧市日本画会 安藤　　徹

2 青騏会 武田ひろし

3 帆巻会 伊藤　　隆

4 蒼美会 戸田幸子

5 彫工会 柗浦和子



　７　　小牧市音楽連盟（１４団体） ２７１名

団　体　名 代表者

会長（文協常任理事） 今枝勇夫

副会長(文協理事） 蛯原三代

書記 波多野倭江

会計 名原保子

1 小牧市民吹奏楽団 後藤孝文

2 ルロウブラスオルケスター 前野博彦

3 小牧ギター合奏団 前田孝夫

4 コーロ　フィオーレ 蛯原三代

5 藤島コーラス 相澤英子

6 波多野倭江

横井恵子（理事）

7 小牧少年少女合唱団 倉知俊夫

8 小牧愛唱会 日比野かな

9 ポプリ 森岡美智子

10 小牧混声合唱団 名原保子

11 シャンテ・ドゥー 武田敏子

12 華音 太田洋子

13 弦洲会 倉知弦洲

14 小牧ハーモニカクラブ 林　勝彦

ピーチ　エコー



82名

団　体　名 代表者

会長（文協常任理事） 成瀬信吉

副会長（文協理事） 倉知杏衣

会計（文協理事） 伊澤雅穂

書記 伊澤煌山

1 雅楽志会アンサンブル 有森雅楽美津

2 正派雅楽志会 伊澤雅穂

3 花衣 倉知杏衣

4 菊美津会 菊美津始子

5 邦楽歩の会 成瀬次子

6 卯月会　 中根峰韻

7 小牧琴古会 黒木浩童

8 尺八アンサンブル７５８ 伊澤煌山

9 尺八　「連」の会 成瀬信吉

個人会員 長尾和子

　８　　小牧三曲連盟（９団体１個人）



　９　　小牧市写真連盟（５団体） 　４7名

団　体　名 代表者

会長（常任理事） 加藤晶三

副会長（理事） 伊藤文彦

副会長 穂積孝朗

理事長（理事） 舩橋鉎治

会計 伊藤文彦

1 中日写真協会小牧支部 穂積孝郎

2 睦耀会 中村春喜

3 CKD写真部 今村輝夫

4 歩映夢 伊藤文彦

5 三写クラブ 舩橋鉎治



　１０　　小牧市茶道連盟（１団体） 　４０名

団　体　名 代表者

会長（文協副会長） 千田美和子

副会長（文協理事） 長田美代子

副会長（文協常任理事） 古屋恵美子

書記 林　みゆき

会計（文協理事） 北村和子



　１１　　小牧市華道連盟（１団体） 　４０名

団　体　名 代表者

会長（文協常任理事） 長谷川義延

副会長（理事） 渡辺雅美

副会長（理事） 小川弘子

書記 亀谷留美子

会計 古崎美智子



　１２　　小牧市民踊協会（15団体） 　１９５名

団　体　名 代表者

会長（文協監事） 出渕テル子

副会長 横田千恵子

理事長 鈴木　明

書記 万木訓子

会計 舟橋ふじ子

文協常任理事 大野正乃

文協理事 藤尾昌子

1 小牧民踊会 堀尾トヨ子

2 豊堀会 堀尾トヨ子

3 豊菜会 出渕テル子

4 豊菊舟会 舟橋すみ子

5 豊千惠会 横田千恵子

6 万木会 万木訓子

7 豊菜輝会 小川久好

8 すみれ会 松井寿美江

9 彩り華（文協理事） 福川ハルミ

10 豊富会 舟橋ふじ子

11 和会（なごみかい）駒来 大野正乃

12 きさらぎ会 平木敬子

13 津軽手踊り会 前川澄子

14 男組 鈴木　明

15 寿学園踊ろう会



　１３　　小牧市謡曲連盟 （４団体） ３３名

団　体　名 代表者

会長（文協監事・常任理事） 倉田信雄

副会長（文協理事） 小西幸夫

会計（文協理事） 沖本喜美子

監査 鈴木美智子

監査（文協理事） 松本英子

1 小牧謡曲同好会 倉田信雄

2 桃謡会 吉田伊保子

3 住友理ＯＢ会 小西幸夫

4 鈴蔭会 松本英子



２１０名

団　体　名 代表者

参与 渡邊守男

会長（文協書記） 梶間　巧

副会長（文協理事） 　　森田頴緒

副会長（文協常任理事） 武内和明

副会長 村瀬庄之助

会計 垣内洋右

1 蓬莱会　街道教場 成瀬弘子

2 蓬莱会　味岡支部 石井　守

3 関心流蘇南支部　みどり台吟詩会 落合明美

4 関心流蘇南支部　小牧吟詩会 武内和明

5 南外山吟詩会 水野善夫

6 関心流興風支部　平成吟詩会 宮地公英

7 関心流興風支部　二重掘吟詩会 森川朝男

8 関心流興風支部　岩崎吟詩会 棚橋富士男

9 愛北岳風会　小牧支部 梶間　巧

10 愛北岳風会　小松寺支部 伊藤豊子

11 愛北岳風会　陣配支部 川畑正治

12 愛北岳風会　しろやま支部 高木みさ子

13 練成会　明友会 久野忠義

14 練成会　桃ヶ丘支部 北山千賀子

15 練成会　陽光会 舟橋定子

16 練成会　翼吟支部 垣内洋右

17 洛風流牧南吟詠会 村瀬庄之助

18 尾張岳風会　桃花台支部 　　森田頴緒

19 神道一刀流　鶴風会 木俣早苗

20 東雲吟詠会 秋山由美子

   １４ 　小牧吟剣詩舞道連盟　　（１５団体）


	加盟団体

