
 

●「演芸ボランティアガイド」とは？  

  福祉関係施設やボランティアグループから

の「イベントをする際、是非出演してもらいた

い！」というご要望にお応えして演芸ボランテ

ィアの情報を発信し、所沢市の市民活動・ボラ

ンティアの輪を広げることを目的としていま

す。 

＊掲載されている他にも演芸ボランティアさ

んをご存知でしたら、ぜひこのガイドのことを

ご案内下さい。皆さんの協力でさらに演芸ボラ

ンティアの輪を広げていきたいと思います！ 

 

●注意事項  

  掲載されている連絡先は、ほとんどが個人宅

になっており、皆さんそれぞれご多忙の中で活

動をされています。深夜等の連絡は避け、マナ

ーを守ってご使用下さい。 

また、個人情報の取り扱いにも十分にご注意下

さい。 

 

 

お問い合わせ 

社会福祉法人 所沢市社会福祉協議会 ボランティアセンター 
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内容

登録名 癒し系　素人マジシャン・ヤギー四郎人（しろうと）

住所 所沢市三ヶ島4-2404-2

電話番号 04-2948-6271

FAX 同上

Eメール yagi1.4610@yahoo.ne.jp

HPアドレス

連絡先者氏名 柳沼清喜

活動内容（演目） マジック、落語とも基本30分程度(延長可)

活動可能な日 平日、休日とも可

活動経験(年数) マジック30年以上、落語10年以上

出張範囲 所沢市内及び近郊

交通費支給の有無 車で移動するので、交通費程度。

必要機材
小物を置くためのテーブルとイス。
会場が広い場合はギガマイクを持参します。

観客年齢層 保育園から敬老会まで、年代に応じて演じます。

観客希望人数 ５～６人の小グループから１００人以上の団体さんまで可。

演技スペース
病室、自宅、教室、ホール、舞台、体育館、青空の下等
どこでも畳一枚分あればOKです。

申込み方法 連絡先へ電話等で１か月前頃までにご連絡ください。

写真 写真の説明文 昨年度、出前先の小学校でのスナップです。

アピール

古稀になりました癒し系素人マジシャンで、落語の高座名は笑学亭喜楽です。
昨年度実績は過去最高で、月平均４回弱、リピーターを主に幼稚園や、小学校を始
め、自治会、サークルの忘・新年会、お達者クラブへの出前、デイ施設や敬老会に
も笑いを届けました。
他の演芸とのコラボや行事のワンポイントに気楽にご連絡下さい。

所沢市社会福祉協議会ボランティアセンター

演芸ボランティアガイド紹介カード　　1
項目

連絡先

活動要件

活動の概要

活動の様子

mailto:yagi1.4610@yahoo.ne.jp#


内容

登録名 彩の国いきいきマジッククラブ

住所 所沢市小手指町5-13-14

電話番号 04-2948-6324

FAX 04-2948-6324

Eメール yui.aratama@nifty.com

HPアドレス

連絡先者氏名 岡本　良平

活動内容（演目） マジックショー(30～45分程度)

活動可能な日 毎月第2火曜日と第4火曜日の午前を除く

活動経験(年数) 2004年結成

当日の活動人数 1回につき1～3名

会員数 15名

男女内訳 男性　10名　女性　5名

出張範囲 所沢市内を中心、近隣市

交通費支給の有無 １回につき所沢市内2000円　市外3000円

必要機材 マイク、音楽テープ再生機、長机など

観客年齢層 特に問いません。

観客希望人数 特に問いません。

演技スペース 10～20㎡

申込み方法 電話

写真 写真の説明文 笑顔が素敵な明るいメンバーです。

グループから
アピール

いきがい大学所沢学園修了生を中心として結成し、マジックを通じて笑いをお届
けし、健康をすすめています。子ども会、自治会、高齢者施設など、年間30回前
後、約1,200名に楽しんでいただいております。

所沢市社会福祉協議会ボランティアセンター

演芸ボランティアガイド紹介カード　2
項目

連絡先

活動の概要

活動要件

mailto:yui.aratama@nifty.com


内容

登録名 ボランティアマジック　クリスタル

住所

電話番号

FAX

Eメール

HPアドレス

連絡先者氏名

活動内容（演目） マジックショー＆マジック教室

活動可能な日 ２か月前なら希望日すべて対応可

活動経験(年数) 10年

当日の活動人数 マジシャン１名

会員数 １０名

男女内訳 男性　３名　女性７名

出張範囲 どこへでも

交通費支給の有無 有　マジックショー3,000円以上　マジック教室5,000円以上

必要機材 特に無し

観客年齢層 園児から高齢者まで

観客希望人数 高齢者５０名　園児１５０名まで

演技スペース マジシャン１名立てるスペース

申込み方法 所沢市社会福祉協議会ボランティアセンター

写真 写真の説明文 幼稚園の卒園式にて

グループから
アピール

マジックショーは園児から高齢者まで笑えるマジック満載。マジック教室は身近
にある物で楽しく不思議なマジックを教えちゃいます。
マジシャンはあのローカルスター介護福祉士マジックマンです。

所沢市社会福祉協議会ボランティアセンター

演芸ボランティアガイド紹介カード　3
項目

連絡先

活動の概要

活動要件

活動の様子



内容

登録名 ウクレレサークル〔マウリィ〕

住所 所沢市小手指町3-20　Q-604

電話番号 04-2947-0545

FAX 04-2947-0545

Eメール hosokawat2@wm.pdx.ne.jp

HPアドレス

連絡先者氏名 細川　俊男

活動内容（演目） ハワイアンフラと演奏

活動可能な日 (原則として)日曜日

活動経験(年数) 10年以上

当日の活動人数 11名

会員数 11名

男女内訳 男性　6名　　女性　5名

出張範囲 所沢市近郊

交通費支給の有無 不要ですが、車のため駐車場必要

必要機材 特にありません

観客年齢層 ハワイアンに興味があれば可

観客希望人数 20～50名位

演技スペース スチール(1台)、ベース(1台)、ウクレレ(10台)、フラ(2名)

申込み方法 電話

グループから
アピール

ほとんど６０才を過ぎておりますが、会員の皆様は元気にウクレレにフラに楽し
んでおります。地域の皆様にもその元気や楽しさをおすそわけしたいと思ってお
ります。よろしくお願いします。

所沢市社会福祉協議会ボランティアセンター

演芸ボランティアガイド紹介カード　4
項目

連絡先

活動の概要

活動要件

mailto:hosokawat2@wm.pdx.ne.jp#


内容

登録名 プルメリア

住所 所沢市三ヶ島2-684-2

電話番号 04-2948-3831

FAX 04-2994-9012

Eメール yaeyae8413._@docomo.ne.jp

HPアドレス

連絡先者氏名 小林紀子

活動内容（演目） フラダンス5曲、歌で踊る、手足のゲーム

活動可能な日 土日以外(応相談)

活動経験(年数) 年間7回程度(平成10年から活動開始)

当日の活動人数 16名(フラを楽しむ会）

会員数 20名

男女内訳 女性20名

出張範囲 原則市内（応相談）

交通費支給の有無 交通費（主催者側と応相談）

必要機材 こちらで用意します

観客年齢層 老人センター・デイケア等

観客希望人数 今までは20名～100名程度の観客でした

演技スペース 食堂、懇談室の一部（踊れるスペース）

申込み方法 電話、FAX、Eメール

グループから
アピール

平成10年より老人ホーム等に訪問し、先々の要望に対しアイディアを出しながら
多種類の踊り（フラダンス、演歌、手足のリズム体操）を全員で遊技します。

所沢市社会福祉協議会ボランティアセンター

演芸ボランティアガイド紹介カード　5
項目

連絡先

活動の概要

活動要件

活動の様子



内容

登録名 マハナハワイアンズ

住所 所沢市久米2175-25

電話番号 04-2923-3393

FAX

Eメール YOSHIROU28K@yahoo.co.jp

HPアドレス

連絡先者氏名 木村　芳朗

活動内容（演目） ハワイアンの歌と演奏

活動可能な日 土日

活動経験(年数) 16年

当日の活動人数 7人

会員数 7人

男女内訳 男性　6名　女性　1名

出張範囲 どこでも可

交通費支給の有無 なし

必要機材 なし（団体で用意）

観客年齢層 なし

観客希望人数 なし

演技スペース 3メートル×7メートル

申込み方法 電話、FAX、Eメール

グループから
アピール

ハワイアンから歌謡曲までなんでもこなせます。

所沢市社会福祉協議会ボランティアセンター

演芸ボランティアガイド紹介カード　6
項目

連絡先

活動の概要

活動要件

活動の様子
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内容

登録名 オハナ・オルオルフラサークル＆アロアロ・フラサークル

住所 所沢市小手指南１-21-24

電話番号 04-2922-5880

FAX 04-2922-5880

Eメール

HPアドレス

連絡先者氏名 佐藤　清美

活動内容（演目） フラダンス＆芸能（安来節とかカッポレとか・・・）

活動可能な日 相談の上

活動経験(年数) 約2年～10年

当日の活動人数 5名～10名

会員数 23名

男女内訳 男性　1名　　女性22名

出張範囲 所沢市近郊

交通費支給の有無 不要です。駐車場の確保をお願いします。

必要機材 カセットデッキ

観客年齢層 特にありません

観客希望人数 特にありません

演技スペース 10名位踊れるスペースがあれば可

申込み方法 電話、FAX

グループから
アピール

楽しく笑顔で踊りましょう!!がモットーのグループ。地域に密着した活動をし、会場
の皆様にも楽しんで頂けるよう頑張ります。

所沢市社会福祉協議会ボランティアセンター

演芸ボランティアガイド紹介カード　7
項目

連絡先

活動の概要

活動要件



内容

登録名 詩実（うたみのる）

住所 東久留米市柳窪2-1-2

電話番号 090-1452-9821

FAX

Eメール

HPアドレス

連絡先者氏名 草壁　忠男

活動内容（演目） 人名和歌、歌

活動可能な日 水曜日・他相談応ず

活動経験(年数) 24年

出張範囲 所沢市・近郊

交通費支給の有無 車代程度・応相談

必要機材 歌を書く用紙・ホワイトボード・同ペン

観客年齢層 不問

観客希望人数 不問

演技スペース 3畳程度

申込み方法 電話

アピール
お名前で和歌を即興で詠みます。時間の許すかぎり何人でもOK。
1ヶ月前迄にご連絡下さい。（市内他のグループホーム等での実績多数有り）

所沢市社会福祉協議会ボランティアセンター

演芸ボランティアガイド紹介カード　8
項目

連絡先

活動の概要

活動要件



内容

登録名 カラオケ　くろーば

住所 所沢市小手指町3-2-7-608

電話番号 080-5489-0225

FAX ―

Eメール ―

HPアドレス ―

連絡先者氏名 近藤　誠

活動内容（演目）
老人ホーム、デイホーム等でＤＶＤ等を使い、ナツメロ中心
のカラオケを歌ったり、一緒に歌ってもらいます。

活動可能な日 日時は相談に応じます。

活動経験(年数) 主として狭山市で実施してきました。

当日の活動人数 2～8名くらい。

会員数 8名

男女内訳 男性　4名　女性　4名

出張範囲 所沢市・狭山市・入間市を主とします。

交通費支給の有無 不要ですが、車で伺うので駐車場の確保願います。

必要機材 テレビ（歌詞がわかる大型が望ましい）、小机、椅子を各１つ。

観客年齢層 老人センター、デイケア等。

観客希望人数 特に問いません。相談しましょう。

演技スペース
テレビとスピーカーが置け、2人くらいが歌えるスペースで
十分。

申込み方法 社協に電話を入れて下さい。

グループから
アピール

ナツメロ等を聞いてもらったり、一緒に歌ってもらったりして、元気の源になれば
と思っています。

所沢市社会福祉協議会ボランティアセンター

演芸ボランティアガイド紹介カード　9
項目

連絡先

活動の概要

活動要件

活動の様子



内容

登録名 音楽ボランティアT・F・L

住所 所沢市荒幡1052-31

電話番号 090-5328-8410

FAX 04-2937-6814

Eメール ya.59519@kca.biglobe.ne.jp

HPアドレス http://tfl2011.web.fc2.com/

連絡先者氏名 八代　史章

活動内容（演目）
福祉施設での音楽の出張コンサートをコーディネートする団体です。
福祉施設が希望される音楽コンサートに、提携しているプロ・アマの
ミュージシャンをボランティアで派遣致します。

活動可能な日 要相談

活動経験(年数) ３年で述べ１０施設で出張コンサートを実施

当日の活動人数 2～8名

会員数 8名

男女内訳 男性　6名　女性　2名

出張範囲 所沢市近郊

交通費支給の有無 交通費（主催者側と応相談）

必要機材 マイク、スピーカー（アンプ、楽器は準備します）

観客年齢層 特に問いません。

観客希望人数 特に問いません。

演技スペース 演奏できるスペースがあれば可

申込み方法 電話、ＦＡＸ、メール

グループから
アピール

日程によっては、都内を中心にライブ活動を行っている、若手ミュージシャンが
参加することもできます。

所沢市社会福祉協議会ボランティアセンター

演芸ボランティアガイド紹介カード　10
項目

連絡先

活動の概要

活動要件

活動の様子
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内容

登録名 中野ひろし

住所 埼玉県所沢市東所沢5-1-8-507

電話番号 080-9394-1204（本人）

FAX 無し

Eメール 無し

HPアドレス 無し

連絡先者氏名 日向野寛

活動内容（演目）
まぶたの母　中村美津子・五木ひろし
高齢者施設で、懐メロ全般、カラオケ教室、アドバイス。

活動可能な日 応相談

出張範囲 応相談

交通費支給の有無 有(主催者と応相談)

必要機材
マイクと曲が流れるものがあれば。カラオケセットをご用意
いただけると助かります。

観客年齢層 問いません。

観客希望人数 多ければ多いほどやる気が出ます！

演技スペース
ある程度の広さ（12畳ほど）があると良いです。ご相談くださ
い。

申込み方法 携帯電話にご連絡ください。

写真 写真の説明文 熱唱中の写真です。

アピール

古賀政男、歌謡学院出身です。
～現在実施中～
毎週金曜、福祉施設、9：30～11：00
毎週水曜、カラオケ教室、やなせ荘：午前、民間：午後

所沢市社会福祉協議会ボランティアセンター

演芸ボランティアガイド紹介カード　11
項目

連絡先

活動の概要

活動要件

活動の様子



内容

登録名 愛ちゃん

住所 埼玉県所沢市下安松514

電話番号 04-2944-4674

FAX

Eメール

HPアドレス

連絡先者氏名 八幡愛子（やはたあいこ）

活動内容（演目） 歌・演歌・唱歌・童謡

活動可能な日 相談に依り

活動経験(年数) １５年

出張範囲 市内

交通費支給の有無

必要機材 音響・マイク・スピーカー・アンプ

観客年齢層

観客希望人数

演技スペース

申込み方法 ボランティアセンター申込み

写真 写真の説明文

グループから
アピール

元気と希望を皆さまと分かち合えればと、活動しています。

所沢市社会福祉協議会ボランティアセンター

演芸ボランティアガイド紹介カード　12
項目

連絡先

活動の概要

活動要件



内容

登録名 なつかしい唄をギター弾き語りで

住所 埼玉県所沢市若狭4-2451-6

電話番号 04-2949-0378

FAX

Eメール  

HPアドレス

連絡先者氏名 木村明美

活動内容（演目） 「ギター引き語り」動揺・唱歌・抒情唄など

活動可能な日 相談

活動経験(年数) 19年

出張範囲 市内

交通費支給の有無 無し

必要機材

観客年齢層

観客希望人数

演技スペース

申込み方法 電話、FAX

写真 写真の説明文 弾き語りフェスティバルにて。

グループから
アピール

老人ホームの慰問を月に17箇所弱おこなって喜んでもらっています。永年にわ
たるボランティア活動が認められ、所沢市・埼玉県から表彰されました。歌、ギ
ター、ハーモニカ教室も行っています。

所沢市社会福祉協議会ボランティアセンター

演芸ボランティアガイド紹介カード　13
項目

連絡先

活動の概要

活動要件

活動の様子



内容

登録名 手話ダンス所沢トトロ

住所 東京都東村山市秋津町

電話番号 04-2394-6943

FAX 同上

Eメール

HPアドレス

連絡先者氏名 伊藤　昌子

活動内容（演目）

手話ダンスを通じて、老人ホーム、障がい者施設、学校関
係、各地イベントに参加しながらボランティア活動をしてい
ます。そのために、定期的に手話ダンスを学習し、研究して
います。

会員数 10名

男女内訳 女性　10名

出張範囲 所沢市内

交通費支給の有無 出来れば有

必要機材 デッキとマイク（テープ持参）

観客年齢層 子どもから老人まで　年代に応じます

観客希望人数 集まって頂いた人数で可

演技スペース 4～5人が踊れるスペースで

申込み方法 ２ヶ月位前までに連絡頂ければ

グループから
アピール

手で手話を足でリズムをとりながら歌の内容を表現していきますので歌いながら
手話も覚えられます。

所沢市社会福祉協議会ボランティアセンター

演芸ボランティアガイド紹介カード　14
項目

連絡先

活動の概要

活動要件

活動の様子



内容

登録名 邦楽舞踊の会　こころ

住所 所沢市東所沢1-21-15

電話番号 04-2944-2043（石井）

FAX 同上

Eメール

HPアドレス

連絡先者氏名 花柳　若千沙（中島　澄子）・連絡先：石井

活動内容（演目） 日本舞踊（古典・童謡・唱歌・歌謡曲）

活動可能な日 相談

活動経験(年数) 10年

当日の活動人数 6名

会員数 12名

男女内訳 女性　12名

出張範囲 東所沢近辺

交通費支給の有無 不要

必要機材 カセットデッキ、マイク

観客年齢層 特に問いません

観客希望人数 特に問いません

演技スペース 7畳半ぐらい（できれば板の間希望）

申込み方法 電話

グループから
アピール

「心」大切に考えて“こころ”をこめて踊ります。

所沢市社会福祉協議会ボランティアセンター

演芸ボランティアガイド紹介カード　15
項目

連絡先

活動の概要

活動要件

活動の様子



内容

登録名 北野のとうちゃんとかあちゃん

住所 所沢市北野1‐17-17

電話番号 04-2948-3052

FAX

Eメール

HPアドレス

連絡先者氏名 岩田　栄治

活動内容（演目）

とうちゃん の演目：名月赤城山、赤木の子守唄、瞼の母
　　　　　　　　　　　 女形雪椿、他
かあちゃんの演目：男踊り大利根無情、雪の渡り鳥、
　　　　　　　　　　　　がまん坂、他、民謡

活動経験(年数) 31年

男女内訳 夫婦

出張範囲
所沢市・入間市・
狭山市ご希望により
どこまでも伺います

交通費支給の有無 不要

必要機材 不要

観客年齢層 特に問いません

観客希望人数 特に問いません

演技スペース 特に問いません

申込み方法 社協又は自宅

グループから
アピール

所沢市社会福祉協議会ボランティアセンター

演芸ボランティアガイド紹介カード　16
項目

連絡先

活動の概要

活動要件

活動の様子

北野のとうちゃんかあちゃんの舞踊を病
院又は福祉施設のご利用者の皆様に観
て頂ける日を楽しみにしております。



内容

登録名 PENA FLAMENCA LOCA（ペーニャ　フラメンカ　ロカ）

住所 所沢市東住吉12-19

電話番号 080-5188-2528

FAX 04-2922-2740

Eメール pansequito28@ybb.ne.jp

HPアドレス http://www.geocities.jp/pansequito28/index.html

連絡先者氏名 元井祥雄

活動内容（演目） フラメンコショーの出張演奏（フラメンコの踊り、詩、ギター）

活動可能な日 土・日曜日、祝日

活動経験(年数)

当日の活動人数 4～5名

会員数 5名

男女内訳 男性　1名　女性4名

出張範囲 所沢市内及び所沢近郊、1時間前後でいける所

交通費支給の有無 不要

必要機材
全部こちらで用意します。（音響、コンパネ等）。椅子だけ用意し
て下さい。

観客年齢層 子供から老人まで

観客希望人数 特に問いません。

演技スペース
コンパネ（一枚が180㎝×90㎝）が4枚以上敷けるのが理想
です。

申込み方法 電話またはメール

グループから
アピール

打ち鳴らすサパテアード（靴音）、かき鳴らすギター、哀愁あるカンテ（歌）、激し
いﾘｽﾞﾑ、情熱のフラメンコは身近で見るのが一番。

所沢市社会福祉協議会ボランティアセンター

演芸ボランティアガイド紹介カード　17
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活動要件

mailto:pansequito28@ybb.ne.jp#
http://www.geocities.jp/pansequito28/index.html#


内容

登録名 祭衆・楽風（まつりしゅう　・　らふう）

住所 所沢市並木7-1-2-501

電話番号 04-2998-3015

FAX 同上

Eメール sakura-i@eｂony.plala.or.jp

HPアドレス

連絡先者氏名 桜井　絹子

活動内容（演目） 和太鼓演奏

活動可能な日 相談に応じます

活動経験(年数) 15年目

当日の活動人数

会員数 15名

男女内訳 男性　4名　女性　11名

出張範囲 入間地区周辺。その他の場合は相談に応じます。

交通費支給の有無 有（寸志）

必要機材 特にありません

観客年齢層 特に問いません

観客希望人数 会場スペースによります

演技スペース 奥3m×幅3m以上

申込み方法 電話・ｆａｘまたはＥメール

グループから
アピール

所沢を活動の拠点に発足し10年となりました。“楽風らふう”はラフに楽しくたた
こう！太鼓の演奏で地域に楽しい風を吹かせよう！との思いが込められていま
す。所沢市内福祉施設の夏祭りや、高齢者施設や病院や地域のイベント等での
演奏をしてきました。日本各地に伝わる太鼓や踊りを楽しく、また、勇壮に演奏し
ます。

所沢市社会福祉協議会ボランティアセンター

演芸ボランティアガイド紹介カード　18
項目

連絡先

活動の概要

活動要件

活動の様子

mailto:sakura-i@evony.plala.or.jp#


内容

登録名 　EL・Cajon （エル・カホン）　　音楽の玉手箱

住所 　所沢市 東所沢 3-14-4

電話番号 　090-8877-1291

FAX 　04-2951-1626

Eメール keyboard-trio@sunny.ocn.ne.jp

HPアドレス http://el-cajon.jimdo.com/

連絡先者氏名 　引田　一彪

活動内容（演目） 世界の名曲を顧客リクエストに合わせて演奏

活動可能な日 ご相談の上決定

活動経験(年数) 福祉施設、市民祭、文化祭、イベントなど多数

当日の活動人数
出演可能者　最低1名（弾き語り）～フルメンバー8名
フラダンス等とコラボレーションの時は、数名加算

会員数

男女内訳
ピアノ（女）キーボード（男）ベース（男）バイオリン（女）
フルート（男）歌手（女）ギター（男）スチールギター（男）

出張範囲 所沢と基点として15ｋｍ圏内

交通費支給の有無 交通費は不要ですが、駐車場代は必要です

必要機材 全て持参します。（屋内300名程度まで対応）

観客年齢層 体験的に　中高年層　に人気があります

観客希望人数 特になし

演技スペース フル出演（8名）時、間口6～7ｍ　奥行2ｍ程度必要

申込み方法 メール

写真 写真の説明文 文化祭出演風景

グループから
アピール

世界でヒットした名曲のジャンルを問わず、歌い演奏するグループです。希望曲
を編曲してから出演するので、基本的にどんな曲でも演奏できます。但し、歌だ
けは歌手のスタイルに合わせるので、歌えない曲もあります。手持ち楽譜（2000
曲）に無いリクエスト曲は、編曲する時間が必要ですからプログラム構成の打合
せ（30～40日前）が必要です。

所沢市社会福祉協議会ボランティアセンター

演芸ボランティアガイド紹介カード　19
項目

連絡先

活動の概要

活動要件

活動の様子



内容

登録名 いきいき応援工房．銀のひびき

住所 東京都立川市幸町４-５２-２６-６０２

電話番号 ０９０-１７９４-２６３９

FAX ０４２－５３５－５１６４

Eメール a4.no86wa@h2.dion.ne.jp

HPアドレス http://www.h5.dion.ne.jp/~mitsunor/

連絡先者氏名 野澤　満紀

活動内容（演目） 和太鼓演奏と皆さまとのふれ合い

活動可能な日 平日及び日祭日(但し、日時は双方で調整)

活動経験(年数) 5年～6年

団体の方のみ記入
当日の活動人数

４名

団体の方のみ記入
会員数

６名

団体の方のみ記入
男女内訳

男性５名、女性１名

出張範囲 所沢市内及び周辺地域で可能な限りＯＫ．

交通費支給の有無 不要ですが、車の駐車スペースが必要です。

必要機材 特に無し

観客年齢層 特に無し

観客希望人数 特に無し

演技スペース ３㎡以上あれば可

申込み方法 電話・ＦＡＸ・メールのいずれも可

写真 写真の説明文 元気な中心メンバーです。

アピール
活動内容等はホームページ「東京夢地蔵」検索で見る事が出来ます。和太鼓ク
ラブの有志が立ち上げたボランティアグループです。勇壮な和太鼓の響きで明
日への元気と希望を皆さまと分かち合えればと活動しております。

所沢市社会福祉協議会ボランティアセンター

演芸ボランティアガイド紹介カード　20
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連絡先

活動の概要

活動要件

mailto:a4.no86wa@h2.dion.ne.jp#
http://www.h5.dion.ne.jp/~mitsunor/#


内容

登録名 音・楽体操の会

住所 入間郡三芳町北永井852-225

電話番号 049-258-2972

FAX 同上

Eメール 4k-naomi@ezweb.ne.jp

HPアドレス sakurasakura852@yahoo.co.jp

連絡先者氏名 川邊直美

音楽体操。歌と体操。

活動可能な日 不定期

活動経験(年数) 4年

出張範囲 川越・所沢・三芳町

交通費支給の有無 お願いします

必要機材 道具はこちらで用意します

観客年齢層 高齢者

観客希望人数 何名でも

演技スペース

申込み方法 直接連絡先へお願いします

写真 写真の説明文 頭はっきり、心さわやか、身体しなやかの三位一体運動

グループから
アピール

現在、ケアハウス、お達者クラブ、町内会、敬老の日等に演奏出張しています。

所沢市社会福祉協議会ボランティアセンター

演芸ボランティアガイド紹介カード　21
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mailto:4k-naomi@ezweb.ne.jp#
mailto:sakurasakura852@yahoo.co.jp#


内容

登録名 サーフ　ベンチャーズ

住所 所沢市

電話番号 090-9131-6345

FAX

Eメール k27seriola@t.vodafone.ne.jp

HPアドレス surf64_0126@yahoo.co.jp

連絡先者氏名 寺本　啓介

主に60年代のベンチャーズナンバーを中心にエレキギター
によるインストゥルメンタルでの演奏スタイルです。

活動可能な日 主に土日祝日ですが平日応相談

活動経験(年数) 約７年。毎年所沢・入間の市民祭りに参加

出張範囲 所沢・狭山・入間・川越及び近郊その他応相談

交通費支給の有無 有（寸志）・駐車場の確保をお願いします

必要機材 電源コンセントが近くにあること。夜間の場合は照明

観客年齢層 30代～80代位

観客希望人数 会場スペースによりますが所有機材範囲なら300名まで可能

演技スペース 幅４ｍ×奥行２ｍ以上希望

申込み方法 電話　ＰＣメール　Ｅメール

写真 写真の説明文 2015.4.18　小手指ハナミズキ祭に参加

グループから
アピール

所沢・狭山・入間を中心に年間７，８回のライブ活動を行っています。
60年代のベンチャーズライブバージョンを中心に加山雄三インストバージョン、
ベンチャーズ歌謡を加えて民謡など若年層から年配の方まで楽しんでいただけ
ます。

所沢市社会福祉協議会ボランティアセンター

演芸ボランティアガイド紹介カード　22
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内容

登録名 双子会

住所 所沢市三ヶ島4-2398-8

電話番号 04-2948-2978

FAX 04-948-2978

Eメール

HPアドレス

連絡先者氏名 宮澤　光子

創作ダンス

活動可能な日 毎月12日～27日頃の間

活動経験(年数) ７年

出張範囲 狭山ヶ丘・小手指駅周辺

交通費支給の有無 無

必要機材 無

観客年齢層 年齢関係なし

観客希望人数 何人でも大丈夫です

演技スペース 畳２枚程度でも可能です

申込み方法

写真 写真の説明文

グループから
アピール

民謡・歌謡曲・演歌等

所沢市社会福祉協議会ボランティアセンター

演芸ボランティアガイド紹介カード　23
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内容

登録名 富岡落語研究会

住所 所沢市中富1537-3

電話番号 090-9675-6134

FAX

Eメール tomiokarakugo@gmail.com

HPアドレス "富岡落語研究会"で検索（願います）

連絡先者氏名 小澤　輝夫

活動内容（演目） 落語

活動可能な日 いつでもＯＫです。

活動経験(年数) 9.5年

当日の活動人数 2～6名

会員数 13名

男女内訳 男性　9名　女性　4名

出張範囲 所沢および周辺市町村

交通費支給の有無 適宜（主催者にお任せ）

必要機材 高座台(机、テーブル等も可)人数によってはマイク・スピーカー

観客年齢層 小中学生～高齢者まで

観客希望人数 特に問いません

演技スペース 畳1～2枚程度

申込み方法 電話・FAX・Eメール

グループから
アピール

年間４０回程の出張寄席を行っています。いつでも、どこでも、どちらでも二つ返
事で出かけます。どうぞ気軽にお声をかけてください。
そして、多いに笑ってください!

所沢市社会福祉協議会ボランティアセンター
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内容

登録名 おはこ座

住所 所沢市北秋津876-2 A210

電話番号 04-2996-4808

FAX 04-2993-7530

Eメール

HPアドレス

連絡先者氏名 内野温子（ウチノハルコ）

活動内容（演目）
俗曲、端唄、唱歌、童謡、歌謡曲、民謡、三味線奏と皆で唄
いましょう。

当日の活動人数 1～2名（大正琴、打楽器あり）

出張範囲 車で30分以内位のところ

交通費支給の有無 自己負担

必要機材 椅子・テーブル

観客年齢層 高齢者施設

観客希望人数 おまかせします。

演技スペース 畳１ ～ ２畳ぐらい

申込み方法 お電話でご連絡をお願いします。

写真 写真の説明文 自分の発表会

グループから
アピール

三味線、大正琴で、よく知られている唄の演奏をします。介護施設ご利用の皆
様が唄い手さんになって、楽しいコンサートを行っています。

所沢市社会福祉協議会ボランティアセンター

演芸ボランティアガイド紹介カード　25
項目

連絡先

活動の概要

活動要件

活動の様子



内容

登録名 端唄白峰扇優雅社中

住所 所沢市西所沢1-17-20-1002

電話番号 04-2922-3055

FAX 04-2922-3055

Eメール ―

HPアドレス ―

連絡先者氏名
白峰扇優雅
（しらみねせんゆか）

活動内容（演目） 江戸端唄・歌と三味線

活動可能な日 特に指定日なし

活動経験(年数) 都内にて20年余り

当日の活動人数 12名

会員数 15名

男女内訳 男性　5名　女性　10名

出張範囲 原則市内

交通費支給の有無 不要

必要機材 当方にて持参します。

観客年齢層 老人センターなど

観客希望人数 何名でも可

演技スペース 畳2帖ほど

申込み方法 電話

写真 写真の説明文 都内会場

グループから
アピール

昭和・大正・明治のなつかしい曲を演奏します。皆様も一緒に歌えると思いま
す。

所沢市社会福祉協議会ボランティアセンター
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項目

連絡先

活動の概要

活動要件

活動の様子



内容

登録名 カラオケビデオ尺八演奏

住所 埼玉県所沢市泉町1819-2

電話番号 04-2928-0943

FAX 04-2928-0943

Eメール shinyanorikota@jcom.home.ne.jp

HPアドレス

連絡先者氏名 萩原進也

自作カラオケビデオ(演歌、抒情歌、同様)で尺八演奏

活動可能な日 毎週木曜・金曜以外

活動経験(年数) 4年

出張範囲 自転車で行ける範囲

交通費支給の有無 無し

必要機材 テレビ(大きいほうがいい)、コンセント、音が出るので騒音問題ない事。

観客年齢層 子供～高齢者まで

観客希望人数 20～30人

演技スペース 畳1枚分

申込み方法 直接連絡先者へ

写真 写真の説明文 テレビでカラオケ字幕で歌い尺八を付けて演奏。

グループから
アピール

現在、ケアハウス、お達者クラブ、町内会、敬老の日等に演奏出張しています。

所沢市社会福祉協議会ボランティアセンター
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項目

連絡先

活動の概要

活動要件

活動の様子
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内容

登録名 楽しいハゲマロ腹話術

住所 埼玉県所沢市松が丘１－３０－１３

電話番号 090-1849-9716

FAX 04-2936-6220

Eメール sankudo0310@gmail.com

HPアドレス

連絡先者氏名 工藤　章

腹話術

活動可能な日 平日・休日とも可

活動経験(年数) ３年

出張範囲 所沢市内及び近郊

交通費支給の有無 無

必要機材 無

観客年齢層 園児～高齢者まで

観客希望人数 不問

演技スペース 不問

申込み方法 メール

写真 写真の説明文 ゲロ哲くんと一緒

グループから
アピール

来て、見て、笑って・・・楽しい腹話術

所沢市社会福祉協議会ボランティアセンター
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連絡先

活動の概要

活動要件
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内容

登録名 ヌン・チャク蔵＆シュリ・ケン蔵

住所 所沢市向陽町2078-1-311

電話番号 080-5427-0150

FAX

Eメール bigsaturn-kanaspecial@s5.dion.ne.jp

HPアドレス

連絡先者氏名 金井昌幸

忍者がオリジナルソングで弾き語り＆ダンス＆ヌンチャク技
芸

活動可能な日 土、日、祝日、金曜日（夜、場所によって要相談）

活動経験(年数) 弾き語り20年、ダンス3年、ヌンチャク技法5年、オカリナ1年

出張範囲 所沢市内＆その他近郊

交通費支給の有無 車のパーキングの確保のみお願いします

必要機材 あればで良いですが、コンセントとマイク２本、マイクスタンド２本

観客年齢層 全ての年齢層に対応します

観客希望人数 全ての人数に対応します

演技スペース スペースの広さに対応したパフォーマンス致します

申込み方法 記載してある電話かメールでお願い致します。

写真 写真の説明文

グループから
アピール

忍者がオリジナルソングとダンスとヌンチャクパフォーマンスで楽しいことやりま
すよ忍！盛り上げは拙者の得意でござる忍！忍！

所沢市社会福祉協議会ボランティアセンター
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項目

連絡先
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活動要件
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発行 
所沢市社会福祉協議会 ボランティアセンター 
〒359-1112 所沢市泉町 1861-1  

所沢市こどもと福祉の未来館 3 階 
 HP：https://toko-volunteer.jimdo.com/ 


