
鷹番住区まつり 演芸発表会 

平成 29 年 10 月 28 日（土）13 時 30 分～16 時 30 分  

 場  所   住区センター・地階レクホール 
 

開会のことば   髙林 すみ子 

第 １ 部     13:30～  司 会 堀越 ちさこ 

1. 民 謡              東三宝会                  (14 名)  

    ちゃぐちゃぐ馬っ子 

2.  ダンス               パラダイス ＆ ペアクラブ        （4 名） 

        社交ダンスデモンストレーション 

3. カントリーダンス         スターズ                 （7 名） 

         カントリーダンス 

4.  混声合唱              あすなろ会                   （15 名）        

①青い珊瑚礁 ②見上げてごらん夜の星を 

5. 詩 吟 & ハープ         心水会城南支部                 （7 名） 

      ①千曲川 ②蘇州夜曲 

6.  舞踊                 鷹番西三宝会               （6 名） 

     ①肥後の盆歌 ②さくら月夜 

7. フラダンス            鷹番西三宝会                （12 名）         

①エ・ワイアナエ ②カウ・イ・ケ・ハノ・カ・ワヒネ      

第 ２ 部   15:00～   司 会 宮内 松子   

8.  長唄・三味線           邦楽会                       （10 名） 

     みやこ風流 

9.  奄美シマ唄            奄美文化交流協会              （2 名） 

       ①むちゃ加那節 ②請くま慢女節 ③国直米姉節 

10. フラダンス              フラサークル マカニ・ルア・オレ    （13 名）    

①ケ・アロハ ②キモ・フラ 

11. 太極拳             日中目黒太極拳教室            （10 名） 

        陳式２４式太極拳 

12.  社交ダンス            ブルーオーシャン               （5 名） 

      ①ルンバ ②ワルツ 

13. シェイプアップダンス      シェイプアップサークル          （9 名） 

       シェイプアップダンス           

14. ベリーダンス          ファラーウラ               （2 名） 

        ①ポイベール ②剣 ③ナンシーアンジュラム 

15. フラダンス           フラスマイリー              （19 名） 

       ①ラハイナ ルナ ②ナニ カウアイ                

閉会のことば   中村 瑠璃子 



あすなろ会 （混声合唱）

歌うことが大好きな人々が集まり、第１、第３、第５土曜日の午後２時から５時まで、混声合唱を楽しんでいます。宗教
曲、世界のポピュラー曲、日本の童謡とジャンルを問わず歌っています。

演芸会に出演される団体の紹介です。
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

10月28日（土） 会場：第２会議室 和室

初めての方やお子さんも、気軽に参加してください。

■１回目 １０：３０～ ■２回目 １１：１０～
■３回目 １１：５０～ ■４回目 １２：３０～

スターズ （カントリーダンス）

カントリーダンスと聞いても、聞き慣れないと思います。昔のウエスタン映画でのジーンズにシャツ、テンガロンハット、
ブーツの格好で、ウエスタンソング等に合わせて踊るダンスです。みなさんの耳にしたことがある音楽で踊ります。

パラダイス ＆ ペアクラブ （社交ダンス）

私たちは、社交ダンスを通じ、会員の親睦とダンスの向上を目指して練習して参りました。会員は両クラブとも１０名
程度。ペアクラブは10年、パラダイスは５年経過し、ダンス技術はあがりましたが、年齢もあがり、会員同士では踊れ
なくなりました。月2～3回日曜日、当ホールでフリーダンスの会を主催しております。どなたでも参加いただけますの
で、ぜひお出かけください。初心者の方には、ていねいにお相手させていただきます。

東三宝会 （民謡）

今年５月31日、東三宝会民謡部が発足しました。立派な三味線の先生と尺八の先生と縁があり、部員12名で始めま
した。月２回、第1・3水曜日午後１時30分から３時30分まで、楽しく笑いのあるお稽古です。先生のお気持ちに添え
るよう部員は一生懸命頑張っています。今日ははじめての発表会です。失敗しない様に頑張ります。

鷹番西三宝会 （新舞踊）

私たち鷹番西三宝会踊り部は、関野先生のご指導を受け、この住区２階で月３回（第２・３・４火曜日）午後１時から４
時までお稽古しています。古くから受け継がれている日本舞踊を、親しみ易い演歌・歌謡曲の情緒豊かな曲に合わ
せて、楽しみながら踊りの練習に励んでいます。踊りの発表のほか、碑文谷公園の盆踊り指導もさせて頂いておりま
す。お茶タイムのお菓子とおしゃべりは、７人の心を絆ぐ楽しいひと時です。
お気軽に見学にお越しください。そして一緒に踊りましょう！

心水会・城南支部（詩吟）

1）当会は、詩吟の練習を通じて親交を深め、健康を維持すべく、楽しく活動しています。
2）練習は、月２回。原則第２、第４木曜日午後、鷹番住区センターでおこなっています。
3）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。
4）最近は、詩吟と歌のコラボ、いわゆる「歌吟」も練習しており、本日は歌吟２題を発表します。
5）詩吟に関心をおもちの方は、当会の練習に「お気軽にお越しください。



邦楽会 （長唄・三味線）

日本伝統芸能である三味線の音色に合わせて、日本語の美しい言葉で唄うたのしいひとときが過ごせます。

鷹番西三宝会フラ・マイレクラブ （フラダンス）

相沢先生指導のもと、部員１１名毎週土曜日１３時３０分から１６時まで、鷹番いこいいの家で練習しております。西三
宝会での発表会、鷹番住区まつり、老人ホームでの出演と活動しております。
現在部員は、８０歳代４名、70歳代５名、6０6歳代２名と幅広く、わきあいあいのクラブです。興味のある方は、見学に
お出かけください。

フラサークル マカニ・ルア・オレ （フラダンス）

今年で10年目を迎えるフラサークルです。マカニ・ルア・オレとは、ハワイ語で「２つとない風」という意味があります。
みなさまに、笑顔と心を込めた踊りをお届けします。

ブルーオーシャン（社交ダンス）

ブルーオーシャンは、今年７月から活動を始めたばかりのサークルです。音楽に合わせて動くことは、人間本来の本
能で喜びです。高齢化社会に向けてダンスを楽しむことで、生き生きとした人生を過ごせます。うまい、へたより自分
が楽しめれば、自分の周りも明るくなります。祖師谷大蔵の太田ダンスクウエアの太田先生を講師にお迎えして基礎
を中心にレッスンしています。私たちとともにダンスを通して楽しい時間を過ごしませんか。

10月22日（土） 10：00～12：00

会場：いこいの家 松・竹の間
大人も子どもも一緒に楽しめます

お子さんには、参加賞があります。

奄美文化交流協会 （奄美島唄）

１５年前から、鷹番住区センターを利用し、奄美に古くから伝わる伝統芸能であるシマ唄と三味線を勉強している団
体です。月３回程度土曜日に練習していますので、興味のある方は、ご気軽に見学にいらしてください。毎年、目黒
区民センターホールで発表会をかねて大会を実施しています。10回目大会は、パーシモン大ホールで計画してい
ます。

日中目黒太極拳教室（太極拳）

太極拳は、ゆったりした動きで年齢を問わず、どなたにも適した健康法です。日中目黒太極拳教室では、太極拳の
なかでも伝統的な陳式太極拳を専門の指導者の下で基本動作から陳式24式や陳式38式套路を練習しています。
現在、会員は男性３名、女性10名です。月４回、木曜日午前中に鷹番住区センターのレクリエーションホールで練
習しています。見学、体験参加は大歓迎です。ぜひご見学にお出で下さい。

シェイプアップサークル （シェイプアップダンス）

高齢化社会を迎え、介護・医療は大きな課題に直面しています。シニア世代だけでなく、若い世代にも自らの健康
を見つめる機会は多くありません。「運動不足」の解消、自分のライフスタイルの中に無理なく取り込んでいけるような
「健康法」を考えて、地域の方に少しでも健康について、関心を持っていただけるよう活動しています。



フラスマイリー （フラダンス）

渡久地万千子ボランティアチーム、フラスマイリーは、結成19年になります。鷹番住区まつりが、2階のいこいの家で
開かれていた頃から、出演させていただいています。結成17年、毎週金曜日10：45より12：00、地元の笹崎ボクシン
グジムにてフラダンスとストレッチ体操を練習しています。
今年の１曲目「ラハイナルナ」 滝の水と遊ぶ小鳥たちの表情をお楽しみください。
２曲目「ナニ カウアイ」 カウアイ島の砂浜に、村娘たちがあちこちから集まってきます。高くそびえる山をあおぎ、花
の香りに誘われ魅了されます。

10月28日（土）10：00～12：00

会場：第３・４会議室

囲碁・将棋の対戦を楽しんでください。
初めての方には、ていねいにお教えします。

10月28日（土） 10:00～12:00
会場：レクリエーションホール
1）ボウリング 2）風船バスケ 3）ストライクターゲット 4）わなげ 5）ダーツ
参加賞があります。

10月28日（土） 10:00～17:00

29日（日） 10:00～14:00

鷹番住区センター１階ロビー

ｆａｒａｗｌａ （ベリーダンス）

子供・大人・赤ちゃん連れのママ。いろいろなメンバーで集まり、ダンスを楽しんでいます。中東の民族舞踊・ベリー
ダンス、アラビックなメロディーに合わせ踊ります。どうぞお楽しみください！

10月29日（日） 10:00～14:20

鷹番小学校 校庭・体育館

プログラム
紅白玉入れ ／ かりもの競争 ／ 防災エコリレー ／ パン食い競争 ／
3年生有志演舞 ／ ＴＭＴ エイサー太鼓 ／ 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 11：40～12：10
● 模擬店（フランクフルト・焼きそば・じゃがバター・わたあめ・ジュースなど）
● 苗木無料配布（午後1時から）



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、情報をお伝えします。

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


