
 

      

 

平成 27 年 10 月 24 日（土）13 時 30 分～16 時 00 分 

場  所 鷹番住区センター・地階レクホール 
 

司    会   第 1 部 堀越 ちさこ ・ 第 2 部 宮内 松子 

開会のことば   高林 すみ子 

第 １ 部 13:30～ 

1. 太極拳 太極拳健美会  （２名) 
  太極拳   

2. 舞 踊 萌みどり会  （５名） 

  日本列島華舞台  
3. 詩 吟& ハープ 心水会城南支部  （１０名） 

  ① 月の砂漠  ② 荒城の月  

4. 舞  踊 東三宝会  （４名） 
  ① 奥飛騨慕情  ② お江戸日本橋  

5. カントリーダンス スターズ  （７名） 

  トッシュプッシュ他   
6. フラダンス フラスマイリー  （１８名） 

  ① イカアイナカウラナ  ②ナネアホロマリエ  
 

第 ２ 部 14:50～ 
 

7. 長 唄 邦楽会  （８名） 

  娘道成寺   

8. フラダンス      フラ ハラウ オ マカニ  ルアオレ （１４名） 

  ① ヒイラヴェ  ②マハロ エ ヒロハナカヒ  ③エ ピリ マイ  

9. 英語コーラス エリカの会 （１６名） 

  ケ セラ セラ   

10. 舞 踊 鷹番西三宝会  （７名） 

  ① 京都白川おんな川  ②川開き  

11. ベリーダンス ＯＡＳＩＳ ＢＬＵＥ  （４名） 

  ① ラクス ヘルクニ  ②タブルーラ  

12. フラダンス 鷹番西三宝会 （１１名） 

  ① カイマナヒラ  ②虹を   
   

閉会のことば   中村 瑠璃子       

鷹番住区まつり 演芸発表会 



お願い ①発表中の移動はしないでください、②発表したら帰る団体があります。 
ぜひ、他団体の発表もご覧ください。 
発表団体についてのお問合せは下記に 
 鷹番住区センター  3715-9231 

1.太極拳  太極拳健美会 

 名前のとおり、いつまでも健康で美しく、をモットーに、月１回木曜日、
日曜日に活動しています。 
 内容は、足首まわしから始め、自分でツボ押し、十分 
に血液を流してから肩こり、腰痛体操、気功、太極拳、 
最後に呼吸法で心身ともにリラックスして終わりです。 

2.舞踊  萌みどり会 

 おもに日舞、新舞踊を月３回午後より先生のご指導 

のもとに、楽しいひと時を過ごしております。 
 踊りを通じていつまでも健康で仲良く年を重ねてい 
きたいと思っております。 
 むずかしいことはございませんので、ぜひご入会い 
ただければ幸いでございます。多数の方々のご入会いただけますよう
全員でお待ちしております。 
 今回ご参加のみなさまのご健康を心よりお祈り申し上げます。 

5.カントリーダンス  スターズ 

 私たちは、カントリーダンスを楽しんでいる仲間です。テンガロンハッ
トとジーンズ、そしてブーツを履いて踊ります。 
 老人ホーム訪問をはじめ、いろいろなイベントに 
参加してカントリーダンスを、みなさんに見ていただい 
ております。 
 今回は、日頃の練習の中から、１０分間と短い時間 
ですが、カントリーダンスを踊ります。ご覧下さい！ 

3.詩吟＆ハープ  心水会城南支部 

 詩吟の練習を通じて親交を深め、さらには、お 

腹から声を出すことによって、健康維持にもつな 
がるために、楽しく活動しています。 
 メンバーは、目黒在住の人を中心とし、練習は 
月２回（原則第2、第４木曜日午後）としています。 
 上部団体である目黒区吟剣詩舞道連盟に加盟 
し、諸行事に参画していますが、今回の住区まつ 
りの発表会は、初参加です。 

4.舞踊  東三宝会 

 私たちは、健康のため、ボケ防止のために、新年会、 

春と秋の誕生会、住区まつりと年４回、みなさまの前で 
発表させていただいております。 
 踊りに、民謡踊りに興味のある方は、一度お稽古を 
見学にいらして下さい。 
毎週金曜日に午後１時３０分から３時４０分です。お待ちしております。 

6.フラダンス  フラスマイリー 

 毎週金曜日午前１０時４５分から１２時。地元の笹崎 
ボクシングジムにて渡久地万千子ボランティアチーム 
が集まってストレッチとフラダンスの練習をしています。 
 今年は１曲目「イカアイナカウラナ」、美しいハワイの 
島を讃えた曲をアロハの心と笑顔で踊ります。 
 ２曲目「ナネアホロマリエ」、大海原でのボートのお話です。船の旅を
するなら大きな船がゆったりして安心だよ、小さなボートときたらピョン
ピョン跳ねてスリル万点！ みなさま、どうぞ手拍子をお願いします。 

8.フラダンス  Hula Halau O Makani Luao’le 

 私どもフラサークルMakani Luao’leは、ハワイ語で 

「２つとない風」という意味です。 
 その名のとおり、私たちにしかない楽しいフラを踊る 
ことをテーマに、東京と大阪で活動しております。 

7.長唄  邦楽会 

 長唄の三味線と歌を初歩の手解きから学んでおり 

ます。 
 楽しくお稽古しながら、情緒豊かな人間性を高める 
雰囲気のお教室です。 

9.英語コーラス  エリカの会   
 英語、学校で習ったこともあるのに、英会話となると 

どうしても尻ごみしてします。でも、もう一度始めてみ 
たいと思い毎週、集まっている英会話サークルです。 
 難しい単語を用いて、頭の中で英作文しながら話す 
のではなく、基本的なやさしいパターンを覚えて、自 
然に英語を使える事を目標にしていますが、なかなか、覚えられない
のが現状です。でも、世間話を交えながら、毎回楽しく学んでいるサー
クルです。本日は、会場のみなさまとともに「ケ・セラ・セラ」を英語で歌
いたいと思います。 

フラ ハラウ オ マカニ ルアオレ 

10.新舞踊  鷹番西三宝会  
 鷹番西三宝会踊り部は、新舞踊を基調としております。 

関野笑子先生のご指導のもとに、火曜日の午後１時から 
行っております。 
見学は、いつでも大歓迎です。ご入会を心からお待ちし 
ております。 

11.ベリーダンス  OASIS BLUE  
 アラブの踊りを学ぶ活動をしているOASIS BLUEです。 

こちらの住区では、平日の夜を中心に活動しています。 
 ベリーダンスだけでなく、アラブの民族舞踊も学べます。 
 美しくあることは女性の特権でもあり、この踊りを踊ること 
は女性の特権でもあります。 
 今回は、クラシックな民族舞踊の踊りと、モダンなベリー 
ダンスを踊ります。 
 アラブの美しくてしなやかな世界をご覧ください。 

12.フラダンス  鷹番西三宝会  
 鷹番西三宝会 フラ・マイレクラブをはじめて 

１３年になります。現在メンバーは１１人。相沢良子 
先生にご指導をお願いしています。 
 メンバーの年齢は６０代、７０代.８０代といろいろ 
です。みな元気はつらつ、仲良く練習して楽しく 
頑張っております。 
 毎週土曜日１時から４時までです。 
 ２５年には目黒の代表として、文京シビックホールで、都老連大会に
出演し、得難い体験をさせていただきました。フラに興味のおありの方
は、どうぞ土曜日、見学にいらしてください。 

出演団体のご紹介 
鷹番住区まつり演芸会 

作品展・運動会 
25日（日）鷹番住区まつりは 

■ 作品展 
    ２５日（日）10：00～14：00 
    鷹番住区センター１階ロビー 
 
■ 運動会 
    ２５日（日） 9：30～14：00 
    鷹番小学校校庭・体育館 
  ●紅白玉入れ かりもの競争 防災エコ   
    リレー パン食い競走 くす玉割り 
    親子ドッジボール あめちゃん  
       町会対抗リレー 
  ●鷹番小学校管楽器クラブ演奏 
     １１時４０分から 体育館  
   ●エキシビション  １２時３０分から 
   「フラッグ八木節！」 3年生有志 
   「エイサー太鼓」  
      TMT（鷹番ミュージカルシアター） 
                              ●模擬店 
                               焼きそば わたあめ ジュース・ラムネ    
                                  フランクフルト チョコバナナ いそべやき  
                              ●苗木無料配布 (午後１時から） 
                              アジサイ ハギ ムクゲ他 
  
※                            雨天の時は体育館で、内容を一部変更し  
                                             て行います。 
                                      上履きを持ってきてください。 



１月 

毎年１月、どんど焼き、けん玉、缶ぽっくり、コ
マ回しなど、伝承あそびが行われます。今の子
どもたちには新鮮です。お父さんの出番もありま
す。非常食アルファー化米で作ったアツアツの
雑炊や焼きいもも振舞われます。消火隊の放
水演習により防災の啓発も行います。 

７月、恒例の盆踊りが２日間にわたっておこな
われます。やぐらの上で踊るのは、講習会に参
加した子どもたちと指導された先生方です。力
を込めた太鼓の音に誘われて、踊り手がだんだ
んに増え、二重、三重の輪に広がっていきます。
地元の団体による手づくりの屋台は大賑わい
です。 

毎年８月、往復バス利用、バンガロー２泊で
3日間のキャンプ。水遊び、キャンプファイアー、
野外炊飯など楽しさいっぱいです。小学２年
生以上が対象（小学１年生以下は保護者
同伴）、ジュニアリーダーの中高生のお兄さん、
お姉さんも同行します。最近は、西湖湖畔の
キャンプ場で実施しています。   

毎年１０月、鷹番住区まつりが２日間にわ
たっておこなわれます。住区センターでは、2日
にわたり作品展、1日目は囲碁、将棋、輪投
げなどゲーム、お茶会。そして演芸発表会。鷹
番小学校で運動会。鷹番小学校管楽器クラ
ブの演奏、苗木無料配布、模擬店もあります。 

４月 

７月 

８月 

10月 

鷹番地域のみなさんとさまざまな取組みをしています。 
ぜひ、ご参加ください。 
詳細は、その時期がきましたら掲示板、回覧、ホームページで
お知らせします。 

 鷹番住区住民会議 検索 

１．このホームページは、地域の１人ひとりが情報を共有し、生活の場
である地域社会を基盤にした生きがい、支えあいを構築する一助とします。 
２．住区住民会議の活動をご案内し、報告します。  
３．碑文谷6丁目自治会、三谷北町会、鷹番1.2丁目町会、中央町
1丁目町会、碑文谷町会、清水町会の取り組み、情報をお伝えください。 

みなさんの情報をお待ちしています。 

毎年３月末～４月初めに、「お花見と健康
作りと安心と」をテーマに模擬店、大道芸、和
太鼓演奏、安心・安全企画として健康チェック、
起震車体験、各種スポーツ、バザーも行われ
ます。野球場も解放され、家族連れで桜を楽
しめます。 

碑文谷公園 

碑文谷公園 

碑文谷公園 

西湖湖畔 

鷹番住区センター・鷹番小学校 

みんなできてね 


