
令和３年３月掲載

代表者

担当者 齋藤　眞琴

住所 弘前市大字城西5丁目3番地11

電話 0172-35-8448

E-mail

活動目的

活動内容

ひとこと
Ｐ　Ｒ

新規会員

会　費

弘前市民参画センター　電話 0172-31-2500

弘前市民参画センター

団体紹介シート

依頼があればどこへでも出かけて「おはなし会」をします。

子どもが好きな人、絵本が好きな人、一緒に活動しませんか？

【団体記事掲載】ふくろう通心第４５号（おもて）
ボランティア支援センターホームページ「ふくろう通心」のページを
ご覧ください。

募集中

年　２，０００円

学術・文化・スポーツ

おはなしるんるん

齋藤　眞琴・工藤　光子

連絡先

絵本の読み聞かせ、おはなし会等を通して子ども達に本を楽しんでも
らいたい。

○月１回の定例会で情報交換をしています。
○図書館、小学校、保育園等でおはなし会をしています。
○個人での活動もしていますが、複数で一つの作品を作り上げ、
　図書館や小学校で発表することもしています。
○子どもの笑顔が何よりの励みになります。



令和３年5月掲載

代表者

担当者 小田桐　静風

住所 平川市南田中村内42番地3

電話 0172-55-0804（事務局　福士）

E-mail fuku428y@outlook.jp

活動目的

活動内容

ひとこと
Ｐ　Ｒ

新規会員

会　費

弘前市民参画センター　電話 0172-31-2500

連絡先

弘前市民参画センター

団体紹介シート

学術・文化・スポーツ

きじ鳩俳句会

小田桐　静風

俳句を詠むことで日々を豊かにし、詠んだ句を仲間と切磋琢磨しなが
ら俳句づくりの向上を目指しています。

○毎月の会報「きじ鳩」を介しての誌上句会が活動の中心です。
○毎月の投句、前月投句作品についての選句及び評などに加え会員等
のリレーエッセイを中心に「きじ鳩」は編集しています。
○会員の親睦を兼ねて年に一度の吟行俳句会を開催。
○おのえ地区「ふるさとセンター」内で短冊展（年二度交換）
○平川市文化祭に参加して色紙展
○県内俳句大会への参加（会員各自由参加）

身の回りのすべて、森羅万象のすべてが俳句の句材です。自分の五感
をふるに活用して世界一短い詩にして楽しみましょう。

募集中

年　５，０００円



令和３年３月掲載

代表者

担当者 田中　美由紀

住所

電話

E-mail

活動目的

活動内容

ひとこと
Ｐ　Ｒ

新規会員

会　費

弘前市民参画センター　電話 0172-31-2500

女声合唱によってさまざまな音楽にふれ、音楽的向上を目指すととも
に、団員間の親睦をはかる。

・定期練習
　（毎週月曜　10時～12時　泉野多目的コミュニティ施設）
・年に一度コンサートを主催
・音楽ネットワーク主催の弘前音楽祭、街角コンサート、
　弘前市合唱連盟主催の合唱祭に出演
・依頼があればボランティア等として演奏

35年ほど前、公園に来ていたママ友たちの集まりから派生した「コー
ル・アミー」。今では仕事や介護、孫のお世話などそれぞれの生活の
合間に、歌う時間を大切に楽しんでいます。井上よし子さん指導の
下、歌うこと、表現すること、曲が「音楽」になっていく充実感を味
わっています。ぜひ一緒に楽しく歌いましょう♪

募集中

年　２４，０００円（月　２，０００円）

連絡先

弘前市民参画センター

団体紹介シート

学術・文化・スポーツ

コール・アミー

田中　美由紀



令和３年３月掲載

代表者

担当者 對馬　均

住所 弘前市大字南城西二丁目1番地4

電話 090-2022-7407

E-mail coconuts_club_2017@yahoo.co.jp

活動目的

活動内容

ひとこと
Ｐ　Ｒ

新規会員

会　費

弘前市民参画センター　電話 0172-31-2500

弘前市民参画センター

団体紹介シート

“ココナツ”の花言葉は“思いがけない贈り物”、“固い決意”、
“成功”です。古希の扉を順番に開け始めているメンバー7人、“思
いがけない”縁で出会えたことを、これまで生きてきたことへの“贈
り物”として受け止め、音を楽しもうという“固い決意”のもとで、
うたごえ音楽会の“成功”を目指したいと考えています。

【団体記事掲載】ほっと・ぼらんてぃあ（平成30年度第４回）
ボランティア支援センターホームページ「ほっと・ぼらんてぃあ」の
ページをご覧ください。

募集していない

－

学術・文化・スポーツ

ココナツ・クラブ

對馬　均

連絡先

①メンバー自身が、青春時代に愛唱した和・洋フォークソングの演奏
を通して、人生の後半を心身ともに健康に生きること。
②メンバーと同世代の人達に向けて、青春時代に親しんだ音楽に再会
する機会を提供すること。

■「うたごえ音楽会」の開催
　懐かしいフォークソングを「聴く」楽しみだけでなく、心置きなく
大きな声で「歌う」楽しみも兼ね備えた音楽会を目指しています。プ
ログラムは、メンバーによる演奏発表と、来場者が主役の「歌声セッ
ション」の２部構成となっています。
■「想い出のフォークソングを歌う会」の開催
　もっと歌いたい！という要望に応える形で開催することになった
「歌声セッション」だけのプログラムです。ココナツ・クラブのメン
バーはギター伴奏に徹して、ご来場いただいた方々に、心置きなく大
きな声で懐かしい想い出のフォークソングを「歌う」楽しみを満喫し
ていただきます。



令和３年３月掲載

代表者

担当者 成田　敏

住所 弘前市大字外崎一丁目1番地20

電話 080-1813-8482

E-mail sfmyq978@ybb.ne.jp

活動目的

活動内容

ひとこと
Ｐ　Ｒ

新規会員

会　費

弘前市民参画センター　電話 0172-31-2500

連絡先

弘前市民参画センター

団体紹介シート

学術・文化・スポーツ

全日本写真連盟 弘前さくら支部

高橋　明

写真文化の発展と写真技術の向上及び会員相互の親睦をはかり、写真
を通して社会に貢献することを目的にしています。

【１．月例会】
 毎月例会を開催し、会の運営協議や会員相互の連絡を行う。
【２．写真の技術指導】
 例会において写真技術の向上をめざすため、各会員が作品を持ち寄
るコンテストを行う。作品の評価は全国的に著名な写真家に依頼し、
優秀作品の選定及び技術指導をしてもらう。
【３．展示会、撮影会】
 会員の成果を発表する場として、年1回の展示会開催や会員の親睦を
兼ねた撮影会、県内外で開催される全国写真連盟の諸事業への参加を
行う。
【４．その他】
 忘年会等の親睦会

著名な写真家によるハイレベルな指導を受けられるので、写真の基本
的な技術や全国的に通用する作品の知識などが得られます。写真を少
しでも上手になりたいと思う方はぜひ入会を。

募集中

年　２４，０００円



令和３年３月掲載

代表者

担当者 齋藤　力

住所 南津軽郡田舎館村大曲字川原田95番地5

電話 070-2610-6075

E-mail cpower7777777@gmail.com

活動目的

活動内容

ひとこと
Ｐ　Ｒ

新規会員

会　費

弘前市民参画センター　電話 0172-31-2500

連絡先

弘前市民参画センター

団体紹介シート

学術・文化・スポーツ

日本野鳥の会弘前支部

小山　信行

野鳥の観察及び保護活動、会員の親睦

毎月2回、次のとおり探鳥会（バードウォッチング）をしています。
野鳥をじっくり見てみたい方、野鳥の名前を知りたい方、野鳥のこと
を知りたい方、どうぞ気軽に参加してみてください。もちろん無料、
双眼鏡もあります。
〇第2日曜日　探鳥場所：弘前公園　集合場所：緑の相談所前
　　　　　　 集合時間：(4～9月)午前6時 (10～3月)午前7時
〇第4日曜日　探鳥場所：禅林街　集合場所：長勝寺三門前
             集合時間は上に同じ
いずれも2時間位で終了します。

会員には、草花に詳しい人、虫に詳しい人、山菜に詳しい人、星に詳
しい人など、様々な特技を持つ人がおり、野鳥以外の勉強もできま
す。

募集中

年　３，０００～７，０００円



令和３年11月掲載

代表者

担当者 熊澤　孝　

住所 弘前市大字石渡四丁目16番地14

電話 080-5550-7135

E-mail

活動目的

活動内容

ひとこと
Ｐ　Ｒ

新規会員

会　費

弘前市民参画センター　電話 0172-31-2500

相撲甚句の習得とイベントへの参加・公演

江戸時代から歌い継がれる歴史ある伝統芸能『相撲甚句』を各種イベ
ントや慰問等で公演。
〇岩木文化祭
〇城西文化祭
〇各地区での敬老会　等

伝統ある相撲甚句の独特な節回しや合いの手を楽しめます。
興味のある方は気軽にお声がけください。

募集中

年　６，０００円

連絡先

弘前市民参画センター

団体紹介シート

学術・文化・スポーツ

弘前相撲甚句愛好会

熊澤　孝



令和３年３月掲載

代表者

担当者 大塚　成仁

住所 弘前市大字浜の町西三丁目12番地18

電話 090-6455-5497

E-mail kyo1625otof@keb.biglobe.ne.jp

活動目的

活動内容

ひとこと
Ｐ　Ｒ

新規会員

会　費

弘前市民参画センター　電話 0172-31-2500

弘前市民参画センター

団体紹介シート

ボランティア活動20年目になりました。

演奏依頼を受けてメンバーの予定と合えば活動していました。

コロナの影響で去年は活動自粛していました。

募集していない

なし

学術・文化・スポーツ

れもんず

神　明子

連絡先

生演奏します。(楽器・機材持ち込み)
歌で楽しい時間と心の共有と心のバリアフリーを目指します。

〇各福祉施設の訪問演奏
〇各イベントでの演奏
〇リクエストコーナー
　一緒に歌おうコーナー等　好評です。


