
【芸術文化】

 天里 雅子（あまざと まさこ）

項　　目 内　　容

 指導項目  日本舞踊

 具体的な指導内容  日本舞踊実技

 資格・免許  日本フォークダンス連盟４級

 対象者  成年、高齢者

 区域/曜日/時間帯  音更町内/要相談/要相談

 経費等  ボランティア可（別途要交通費）

 活動歴  各種舞踊サークル指導

 生年月日  Ｓ１６

 住所・連絡先
 〒０８０－０３１４
 音更町共栄台西１２丁目１０番地１
 電話 ０１５５－３１－３９７３

 池田　実（いけだ みのる）

項　　目 内　　容

 指導項目  浪曲実演及び伴奏の三味線

 具体的な指導内容  浪曲教室等にて浪曲の実演、三味線は別途相談

 資格・免許  帯広浪曲学校副校長　芸名　潮田月若

 対象者  制限なし

 区域/曜日/時間帯  制限なし/要相談/要相談

 経費等  ボランティア可

 活動歴  各市町村高齢者学級講師等

 生年月日  Ｓ２４

 住所・連絡先

 〒０８０－０１１１
 音更町木野大通東１４丁目７－２２
 電話 ０９０－８９０８－０６０９
 メール　m.ikeda@jeans.ocn.ne.jp



【芸術文化】

 上田 正子（うえだ まさこ）

項　　目 内　　容

 指導項目  舞踊

 具体的な指導内容  舞踊

 資格・免許  中山流名取

 対象者  高齢者

 区域/曜日/時間帯  音更町内/要相談/要相談

 経費等  ボランティア可

 活動歴  

 生年月日  Ｓ１１

 住所・連絡先
 〒０８０－０２６２
 音更町十勝川温泉北６丁目３
 電話 ０１５５－４６－２０４２

 内田 美佐子（うちだ みさこ）

項　　目 内　　容

 指導項目  短歌、随筆、川柳

 具体的な指導内容  短歌、随筆、川柳（いずれも初心者向け）

 資格・免許  －

 対象者  成年、高齢者

 区域/曜日/時間帯  音更町内/要相談/要相談

 経費等  資料代程度

 活動歴  音更町高齢者大学講師、帯広市民大学講師

 生年月日  Ｓ１９

 住所・連絡先
 〒０８０－０１１１
 音更町木野大通東１３丁目１番地
 電話 ０１５５－３１－０７５７



【芸術文化】

 大浦 睦子（おおうら むつこ）

項　　目 内　　容

 指導項目  生花一般（生花、アレンジメント、ブーケ、卓花等）

 具体的な指導内容  生花の指導及び花に関すること

 資格・免許  花芸安達流 生花常任教授

 対象者  幼児、青少年、成年、高齢者

 区域/曜日/時間帯  音更町内/要相談/要相談

 経費等  ボランティア可

 活動歴  

 生年月日  Ｓ１９

 住所・連絡先
 〒０８０－０３０１
 音更町木野大通西２丁目５番地
 電話 ０１５５－３２－２１２３

 大森 洋臣（おおもり ひろおみ）

項　　目 内　　容

 指導項目  書道、ペン字

 具体的な指導内容  実用書道及び実用ペン字

 資格・免許  毎日書道展会友

 対象者  成年、高齢者

 区域/曜日/時間帯  音更町内・近隣市町村/要相談/要相談

 経費等  ボランティア可

 活動歴  音更町教委主催ペン字教室、その他各種講師

 生年月日  Ｓ４４

 住所・連絡先

 〒０８０－０３３３
 音更町雄飛が丘南区１４番地１
 電話 ０１５５－４２－６５６４
 携帯 ０９０－９７５０－４１４８



【芸術文化】

 岡田 哲男（おかだ てつお）

項　　目 内　　容

 指導項目  演技指導

 具体的な指導内容  演者、観客に楽しんでもらえる芝居作り

 資格・免許  －

 対象者  青少年

 区域/曜日/時間帯  音更町内/要相談/要相談

 経費等  ボランティア可

 活動歴  各種講座にて発声指導、読み聞かせ等

 生年月日  Ｓ２４

 住所・連絡先

 〒０８０－０３１７
 音更町緑陽台仲区３２番地４
 電話 ０１５５－３１－０２６２
 携帯 ０８０－６０８０－５４０８

 粥川 勝彦（かゆかわ かつひこ）

項　　目 内　　容

 指導項目  俳句

 具体的な指導内容  講話、俳句実作など

 資格・免許  小中高教員免許

 対象者  成年、高齢者

 区域/曜日/時間帯  制限なし/要相談/要相談

 経費等  ボランティア可

 活動歴  各市町村高齢者学級講師

 生年月日  Ｓ１８

 住所・連絡先

 〒０８０－０２７２
 音更町字下士幌北３線東７３番地４
 電話 ０１５５－４３－５０５０
 携帯 ０９０－７６４１－９４９１



【芸術文化】

 斉藤 邦明（さいとう くにあき）

項　　目 内　　容

 指導項目  雅楽

 具体的な指導内容  雅楽指導

 資格・免許  －

 対象者  青少年、成年

 区域/曜日/時間帯  音更町内・近隣市町村/要相談/要相談

 経費等  ボランティア可

 活動歴  －

 生年月日  Ｓ２５

 住所・連絡先

 〒０８０－０３４１
 音更町字音更西１線１７番地
 電話 ０１５５－４２－４１７５
 携帯 ０９０－９０８３－６７９１

 柴田 洋子（しばた ひろこ）

項　　目 内　　容

 指導項目  茶道（作法、点前）

 具体的な指導内容  楽しいお茶のいただき方、作法、点前ほか

 資格・免許  茶道裏千家淡交会 準教授

 対象者  幼児、青少年、成年、高齢者

 区域/曜日/時間帯  制限なし/要相談/要相談

 経費等  ボランティア可

 活動歴  文化協会活動など

 生年月日  Ｓ２４

 住所・連絡先

 〒０８０－０３０４
 音更町木野新町３番地５６
 電話 ０１５５－３１－０３０３
 携帯 ０９０－３３９５－０９８２



【芸術文化】

 髙田 悦子（たかだ えつこ）

項　　目 内　　容

 指導項目  舞踊

 具体的な指導内容  個人、団体ともに実技指導可

 資格・免許  日本舞踊藤間流師範、民舞中山流師範

 対象者  幼児、青少年、成年、高齢者

 区域/曜日/時間帯  制限なし/要相談/要相談

 経費等  要相談

 活動歴  ゆかたざらい、お初ざらい、文化祭、菊まつりなど

 生年月日  Ｓ２３

 住所・連絡先

 〒０８０－０２７２
 音更町字下士幌北７線東３５番地
 電話 ０１５５－３１－６７３７
 携帯 ０９０－１６４２－２３８４

 野坂 武秀（のさか たけひで）

項　　目 内　　容

 指導項目  書道

 具体的な指導内容  書写・書道の実技、指導方法、書道史に関わる文化史・中国史

 資格・免許  高校教員免許

 対象者  幼児、青少年、成年、高齢者

 区域/曜日/時間帯  制限なし/要相談/要相談

 経費等  ボランティア可

 活動歴  十勝管内小中学校書写指導、ＰＴＡ研修講師、音更高校開放講座講師

 生年月日  Ｓ３１

 住所・連絡先

 〒０８０－０３１４
 音更町共栄台西１１丁目１番地５３
 電話 ０１５５－６７－７０７４
 携帯 ０９０－２６９８－９０８３



【芸術文化】

 林　好子（はやし よしこ）

項　　目 内　　容

 指導項目  大正琴

 具体的な指導内容  大正琴実技、自宅での定例練習・指導

 資格・免許  指導師範

 対象者  青少年、成年、高齢者

 区域/曜日/時間帯  制限なし/要相談/要相談

 経費等  ボランティア可

 活動歴  音更町文化協会所属、町内施設等ボランティア演奏会など

 生年月日  Ｓ２３

 住所・連絡先

 〒０８０－０１５１
 音更町字東和西２線２９番地
 電話 ０１５５－４２－６００６
 携帯 ０９０－８７０８－９０７９

 原田 憲子（はらだ のりこ）

項　　目 内　　容

 指導項目  華道

 具体的な指導内容  華道実技、池坊いけばな歴史、花のいけ方についての話など

 資格・免許  池坊華道教授

 対象者  制限なし

 区域/曜日/時間帯  制限なし/要相談/要相談

 経費等  要相談

 活動歴  十勝管内小学校へボランティア指導を実施

 生年月日  Ｓ２０

 住所・連絡先

 〒０８０－０３１２
 音更町南鈴蘭南２丁目４番地
 電話 ０１５５－３１－６４５６
 携帯 ０９０－６６９３－３９７１



【芸術文化】

 菱沼 萬里子（ひしぬま まりこ）

項　　目 内　　容

 指導項目  箏（こと）

 具体的な指導内容
 聞き覚えのあるさくら、わらべ唄等の曲を少人数指導し、１時間程度
で演奏可能にする。

 資格・免許  師範

 対象者  青少年、成年

 区域/曜日/時間帯  音更町内/平日/要相談

 経費等  ボランティア可

 活動歴
 小中学校へ指導・演奏、音更町高齢者学級指導・演奏、老人ホーム慰
問演奏会など

 生年月日  Ｓ１９

 住所・連絡先
 〒０８０－０１１２
 音更町木野東通２丁目７番地４
 電話 ０１５５－３１－６５２８

 福田 絹枝（ふくだ きぬえ）

項　　目 内　　容

 指導項目  剣詩舞・吟詠

 具体的な指導内容
 剣詩舞：扇子、刀、長刀、槍などの舞踊の扱い方及び踊り方
 吟　詠：独歩、合吟、踊りに付ける吟詠等

 資格・免許  指導師範、日本コロムビア吟詠音楽会剣詩舞部会会員

 対象者  制限なし

 区域/曜日/時間帯  音更町内・近隣市町村/要相談/要相談

 経費等  要相談

 活動歴

 生年月日  Ｓ２７

 住所・連絡先
 〒０８０－０３１６
 音更町緑陽台北区１番地
 電話 ０１５５－３１－８１０３



【芸術文化】

 堀合 冨士子（翠輝）（ほりあい ふじこ（すいき））

項　　目 内　　容

 指導項目  茶道

 具体的な指導内容
 茶道の礼儀とお点前の実技指導、許状を受けたい方への指導（別途講
師料）、出張指導可（要相談）

 資格・免許  茶道（煎茶道）教授

 対象者  幼児、青少年、成年、高齢者

 区域/曜日/時間帯  音更町内・近隣市町村/要相談/要相談

 経費等  ボランティア可（要お菓子代）

 活動歴  各種イベントでの体験教室など

 生年月日  Ｓ４

 住所・連絡先
 〒０８０－０１３２
 音更町宝来仲町北１丁目６番地１３
 電話 ０１５５－３１－５２８８

 前川 典子（まえかわ のりこ）

項　　目 内　　容

 指導項目  舞踊

 具体的な指導内容  個人・教室にて舞踊指導、音更音頭の指導

 資格・免許  中山民俗舞踊師範

 対象者  制限なし

 区域/曜日/時間帯  制限なし/要相談/要相談

 経費等  要相談

 活動歴  全国・市町村各地にて舞踊指導及び発表会など

 生年月日  Ｓ３１

 住所・連絡先

 〒０８０－０１０１
 音更町大通５丁目４番地１６
 電話 ０１５５－４２－３９４４
 携帯 ０９０－２０５７－１９５６



【芸術文化】

 十勝川平原太鼓保存会（とかちがわへいげんだいこほぞんかい）

項　　目 内　　容

 指導項目  和太鼓

 具体的な指導内容

 資格・免許

 対象者  幼児、青少年、成年、高齢者

 区域/曜日/時間帯  音更町内・近隣市町村/要相談/要相談

 経費等  ボランティア可

 活動歴  各種イベントによる実演多数

 生年月日

 住所・連絡先

 代表　鈴木 正敏
 〒０８０－０２７２
 音更町字下士幌北７線東４７番地
 携帯 ０９０－３８９０－６３７９


