
 

演芸 
ボランティア情報 

●「演芸ボランティア情報」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、ぜひこの情報紙のことをご案

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  

  掲載されている演芸ボランティアさんに活動

を依頼する際には、ボランティアセンター発行

の「演芸ボランティア情報を見ました」とお伝え

ください。また、掲載内容と現在の活動状況が異

なる場合もございます。その場合は、現状優先と

なりますので、ご了承ください。 

 

 

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 

TEL：04-2925-0041  FAX：04-2925-3419 E-mail：0041m@toko-shakyo.or.jp 

ご活用 
ください♪ 
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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    070-1465-8399

FAX 04-2948-6271

Eメール yagi1.4610@ezweb.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35年以上、落語15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

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。

昨年度実績は月平均3回、延べ1,446名の方に喜んでいただきました。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

演芸ボランティア情報　紹介カード　1
項目

連絡先

活動要件

活動の概要
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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

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 14名

男女内訳 男性 9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2,000円　市外3,000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
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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　ﾏｼﾞｯｸｼｮｰ3,000円以上　ﾏｼﾞｯｸ教室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
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内容

登録名 野老斎天柳奇術倶楽部

住所 所沢市若狭3-2548-15

電話番号 090-3335-3149

FAX

Eメール magicaru.ha-chan@onyx.ocn.ne.jp

HPアドレス

連絡先者氏名 柳沼　治美

活動内容（演目） マジックショー＆マジック講習

活動可能な日 1ヶ月前なら平日、休日対応可

活動経験(年数) 20年

出張範囲 所沢市及び近隣市

交通費支給の有無 マジックショー　3000円～

必要機材 特に無し

観客年齢層 園児から高齢者

観客希望人数 特に問いません

演技スペース マジシャンが立てるスペース

申込み方法 Ｅメール及び電話

写真 写真の説明文

グループから

アピール

マジックショーは園児からお年寄りまで楽しんでいただいております。

マジック講習は身近なものから高度なものまで対応いたします。

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

4
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内容

登録名 狭山ヶ丘マジックサークル

住所 所沢市中富南4-1-1-701

電話番号 080-3080-1040

FAX

Eメール toshiokt@gmail.com

HPアドレス

連絡先者氏名 マジシャン天鳳（てんほう）

活動内容（演目） マジックショー

活動可能な日 1か月前なら希望日に対応可

活動経験(年数) 19年

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6名　女性9名

出張範囲 所沢市内及び近隣市

交通費支給の有無 マジックショー　3,000円～

必要機材 特に無し

観客年齢層 乳幼児から高齢者

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 電話及びEメール

写真 写真の説明文 市内老人ケアセンターでのボランティアです。

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　5
項目

連絡先

活動の概要

活動要件

マジックショーは2000年より、市内、市外公民館、児童館、保育園、

幼稚園、小学校、所沢市デイサービス、老人施設、文化祭、こども祭り、

長生会等、乳幼児から高齢者までの10人から150名までの団体さんまで

対応しております。

5
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内容

登録名 ケンマジック

住所 埼玉県所沢市若狭4-2508-8

電話番号 090-3545-6805

FAX

Eメール hm802wtsar@ab.auone-net.jp

HPアドレス

連絡先者氏名 和田　健治

活動内容（演目） マジック

活動可能な日 いつでも

活動経験(年数) ７～８年

当日の活動人数

会員数

男女内訳

出張範囲 所沢市内

交通費支給の有無 資材が有りますので交通費程度

必要機材 特にありません。

観客年齢層 小学生以上～高齢者

観客希望人数 5人以上

演技スペース

申込み方法 電話又はメールでお願いします

写真 写真の説明文 ある老人施設でのマジックショー

アピール テーブルマジックよりステージマジックの方が得意です

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　6
項目

連絡先

活動の概要

活動要件

6
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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　7
項目

連絡先

活動の概要

活動要件
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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　8
項目

連絡先

活動の概要

活動要件
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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　9
項目

連絡先

活動の概要

活動要件
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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　10
項目

連絡先

活動の概要

活動要件

10



内容

登録名 ウクレレアーモンド

住所

電話番号

FAX

Eメール

HPアドレス

連絡先者氏名 子田　圭介　　（コダ　ケイスケ）

活動内容（演目） ウクレレの演奏と歌唱

活動可能な日 要相談

活動経験(年数) 8年

当日の活動人数 10名

会員数 10名

男女内訳 女性5名　男性5名

出張範囲 所沢市内

交通費支給の有無 無し

必要機材 電源　

観客年齢層 無制限

観客希望人数 20人以上を希望　要相談

演技スペース 間口8ｍ　奥行5ｍ　位のスペースが欲しい

申込み方法 社協さんを通じて

写真 写真の説明文 フラチームの都合がつけば同行できます

アピール
演奏を聴いていただき心を癒していただければと思います。一緒に歌を歌

うこともできますのでご希望をお伝えください。

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　11
項目

連絡先

活動の概要

活動要件
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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　12
項目

連絡先

活動の概要

活動要件

12



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　13
項目

連絡先

活動の概要

活動要件

13



内容

登録名 中野ひろし

住所 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　14
項目

連絡先

活動の概要

活動要件

14



内容

登録名 愛ちゃん

住所 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

活動内容（演目） 歌・演歌・唱歌・童謡

活動可能な日 相談

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　15
項目

連絡先

活動の概要

活動要件

15



内容

登録名 なつかしい唄をギター弾き語りで

住所 所沢市若狭4-2451-6

電話番号 04-2949-0378

FAX 04-2949-0378

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） 「ギター弾き語り」動揺・唱歌・抒情唄など

活動可能な日 相談

活動経験(年数) 22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　16
項目

連絡先

活動の概要

活動要件

16



内容

登録名 所沢の裕次郎

電話番号
04-2944-6544（自宅）

090-4053-8521（携帯）

FAX 04-2944-6544

Eメール take.murakami@jcom.home.ne.jp

HPアドレス
https://www.youtube.com/channel/UCAMr6C2j7dNhx

n73iyLOTjA?disable_polymer=true

連絡先者氏名 ムラカミ　タケミツ(村上武光)

活動内容（演目）

活動可能な日

活動人数

・老人ホーム、デイサービス等でカラオケを使い、裕

次郎さんの歌を曲名を紹介しながら唄います。（10曲

+アンコール曲）モノマネではなく自声です。

・日時は相談に応じます。

会員数

男女内訳

活動経験

・１人

・2013所沢市「市民フェスティバル」出演、・

2013・2014所沢市歌謡連盟発表会「所沢市文化祭」

出演、・2014・2015「エールの風」チャリティー出

演、・2018ディサービスケアリンク

出張範囲 所沢市内及び近郊市内

交通費支給の有無 交通費実費希望（自家用車無）

必要機材
カラオケ機材（マイク付）そして曲をセットしてくれ

る方1名

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
カラオケ機材（CDプレイヤー可）が設置されている施

設。

申込み方法 ボランティアセンターへ直接電話を入れてください。

写真 写真の説明文 本人写真

グループから

アピール

石原裕次郎さんの歌を唄います。青春が蘇って頂けたらそれで充分です。

ＹｏｕＴｕｂｅにも唄を公開しています。（所沢の裕次郎で検索してくだ

さい）

所沢市社会福祉協議会ボランティアセンター

演芸ボランティアガイド紹介カード　17
項目

連絡先

活動の概要

活動要件

17
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内容

登録名 みんなで歌おう昭和歌謡　山ちゃん

住所 所沢市久米1636-7

電話番号 090-2300-3628

FAX

Eメール aLo-ha.from-yamaza-ki@docomo.ne.jp

HPアドレス

連絡先者氏名 山崎　昌弘

活動内容（演目） 昭和歌謡のウクレレによる合唱（歌声）

活動可能な日 相談

活動経験(年数) 10年

当日の活動人数 1名

会員数

男女内訳

出張範囲 市内

交通費支給の有無 電車、バス代程度

必要機材 出来ればマイク1本（無くても可）

観客年齢層 60～80歳

観客希望人数 10名位より（相談）

演技スペース 1坪

申込み方法 Eメールにお願いします（電話も可）

写真 写真の説明文 老人会の皆様と「荒幡富士」にて合唱

アピール
昭和歌の持つ情抄奥ゆかしき詩の美しさから人生の学びを感じ取り

先人達の足跡をたずねる。

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

18



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　19
項目

連絡先

活動の概要

活動要件

19



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
機材があるので

送迎をお願いします

必要機材
機材は持ち込みます

控室をお願いします

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 応相談

申込み方法 社協又は自宅

グループから

アピール

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。

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
項目

連絡先

活動の概要

活動要件

20



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

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
6,000円（レンタカー代）

※または、自宅まで機材を取りに来れる方

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）、激しいリズム、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　21
項目

連絡先

活動の概要

活動要件

21
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内容

登録名 祭衆・楽風（まつりしゅう　・　らふう）

住所 所沢市北原町860東2-201

電話番号 080-3217-2580

FAX

Eメール

HPアドレス

連絡先者氏名 渡邊　由子

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（主催者側と応相談）

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

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　22
項目

連絡先

活動の概要

活動要件

22



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

連絡先者氏名 内野　温子

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　23
項目

連絡先

活動の概要

活動要件
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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

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

演芸ボランティアガイド紹介カード　24
項目

連絡先

活動の概要

活動要件
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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

Eメール hikiy0522@gmail.com

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）
世界の名曲を演奏し歌うグループ

（レパートリー５０００曲）

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

年３０回程度公演

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

（5名）　全員がプロ、元プロで構成。プロによるボ

ランティア活動

男女内訳

キーボード・二胡（男）　スチールギター・パーカッ

ション（男）　歌手（女）　テナーサックス・ウクレ

レ（男）　　フルート（男）

出張範囲 所沢を基点として30ｋｍ圏内

交通費支給の有無 要交通費。演目により著作権利用料が発生します（原則）

必要機材 すべて持参。プロジェクター投影スペースが必要です

観客年齢層 圧倒的に中高年層に人気があります。おばあちゃんのアイドル

観客希望人数 最低人数１５名程度　２０名以上が望ましい

演技スペース フル出演（5名）時、間口 5.5ｍ　奥行 ２.5ｍ　程度

申込み方法 電話 または Eメールで、40～50日前にお知らせください。

写真 写真の説明文 国立リハビリセンター（所沢並木）並木祭・出演風景

グループから

アピール

共助ボランティアを原則としてますので、出演先のクライアント様には、見返りとして、

日本補助犬協会のチャリティー募金箱を公演当日、会場へ置かせていただきます。エル・

カホンのポリシーはボランティアに甘えて稚拙な公演をしないよう、メンバーは現役プ

ロ、元プロで編成しています。音楽と映像をセットにしています。

手持ち楽譜（5000曲）に無いリクエスト曲は、編曲する時間が必要（20～30日前）

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 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 https://www.toukyo-yumejizou.jp

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 土、日を除くｳｨｰｸﾃﾞｰのみ（但し、日時は双方で調整）

活動経験(年数) 5年～10年

当日の活動人数 3～5名

会員数 ６名

男女内訳 男性2名、女性4名

出張範囲 所沢市内及び周辺地域可能です

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畳分位のスペース

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 施設訪問時の写真

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
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内容

登録名 音・楽体操会

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
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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 svmosrite64@yahoo.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課

活動経験(年数) 約10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・飯能・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 会場ｽﾍﾟ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20～30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
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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 04-2948-2978

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
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内容

登録名 ＹＩＯ（ワイアイオー）楽団

住所 所沢市小手指元町1-18-15

電話番号 04-2948-7674

FAX -

Eメール -

HPアドレス -

連絡先者氏名 岡本　詔一郎

活動内容(演目) 楽器演奏（オカリナ、尺八・ハーモニカ）

活動可能な日 不定期

活動経験(年数) サークルの集まりで演奏

出張範囲 市内

交通費支給の有無 不要

必要機材 なし

観客年齢層 不問

観客希望人数 自由

演技スペース 自由

申込み方法 電話

写真 写真の説明文 なし

グループから

アピール

高齢者3人組。（75歳2名、87歳）

※オープニング・つなぎなどの短時間の出演可。

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 メークオカリーナとその仲間達

住所 所沢市小手指元町1-18-15

電話番号 04-2948-7674

FAX -

Eメール -

HPアドレス -

連絡先者氏名 岡本　詔一郎

活動内容(演目)
楽器演奏（オカリナ、マンドリン、フルート他）

約10人

活動可能な日 不問

活動経験(年数) 3年

出張範囲 市内

交通費支給の有無 不要

必要機材 なし

観客年齢層 自由

観客希望人数 自由

演技スペース 3メートル程度

申込み方法 電話

写真 写真の説明文 なし

グループから

アピール
市役所ふれあい広場でおととし演奏好評。

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 尺八演奏

住所 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

演歌、抒情歌、童謡　の尺八演奏

活動可能な日 応相談

活動経験(年数) 6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 不問

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 音楽に合わせ尺八を付けて演奏。

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

演芸ボランティアガイド紹介カード　32
項目

連絡先

活動の概要

活動要件

32

mailto:shinyanorikota@jcom.home.ne.jp


内容

登録名 和楽器ボランティア「きり組」

住所 所沢市けやき台1-1-1-808

電話番号 04-2921-2189

FAX -

HPアドレス

Eメール wadaiko_kirigumi@yahoo.co.jp

連絡先者氏名 桐澤　寛仁

活動内容(演目) 和太鼓演奏とワークショップ

活動可能な日 ご相談の上

活動経験(年数) 10年

出張範囲 所沢市内を中心（近隣市内も可）

交通費支給の有無 不要（太鼓を車で運搬するので駐車場の確保を）

必要機材 マイク

観客年齢層 高齢者中心

観客希望人数 20名～30名

演技スペース 横5m位、縦3m位の広さ

申込み方法 メール

写真 写真の説明文 介護施設での演奏

グループから

アピール
和太鼓を打つ楽しみをワークショップで参加者に伝えたい。

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 みさと笛演奏

住所 所沢市中新井2-205-6

電話番号 090-2914-3197

FAX

Eメール m.hue-otuki@ezweb.ne.jp

HPアドレス

連絡先者氏名 大月秀樹

活動内容（演目） みさと笛（横笛）で童謡、歌謡曲等を演奏

活動可能な日 応相談

活動経験(年数) 15年

当日の活動人数 1人

会員数

男女内訳

出張範囲 自転車で20～30分以内

交通費支給の有無 なし

必要機材 なし

観客年齢層 なし

観客希望人数 なし

演技スペース 椅子1台分

申込み方法 電話

写真 写真の説明文 演奏の様子

アピール 横笛の美しい音色で昔のなつかしい曲を演奏いたします。

所沢市社会福祉協議会ボランティアセンター
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内容

登録名 ピロッコロズの会

住所 所沢市内

電話番号 04-2939-9703（留守番電話）

FAX

Eメール pkzori＠yahoo.co.jp

連絡先者氏名 T.オリハラ

活動内容（演目） 楽器演奏（オカリナ・ウクレレ・電気楽器）と歌

活動可能な日 主に土日（要相談）

活動経験(年数) 数年～10数年

当日の活動人数 1人～5人

会員数 5人

男女内訳 男1人・女4人

出張範囲 所沢市内（駐車スペース要）

交通費支給の有無 不要

必要機材 電源（コンセント）、テーブル、いす（人数分）

観客年齢層 高齢者中心

観客希望人数 数名～50名程度まで

演技スペース テーブルといすを横並びにできるスペース

申込み方法 電話かEメール

写真 写真の説明文 ある高齢者施設での演奏会風景

アピール
懐かしい歌謡曲、童謡、唱歌などを演奏します。さまざまな音色も楽しめます。

皆さんと一緒に歌える曲もいろいろ用意しています。

所沢市社会福祉協議会ボランティアセンター
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内容

登録名 どじょう掬いを楽しむ会

住所 所沢市若松町1023-6

電話番号 090-1762-1473

FAX なし

HPアドレス

Eメール megu-chanman@hotmail.co.jp

連絡先者氏名 高瀬　恵

活動内容（演目）

安来節（どじょう掬い踊り）　　他のグループと連携

して共演可能なもの　かっぽれ、銭太鼓、フラダン

ス、ウクレレ歌謡等

活動可能な日 制限なし（但し要調整）

出張範囲 所沢市内とその近隣市町村）

交通費支給の有無 不要

必要機材 電源コンセントとラジカセ（テープ、CD）

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畳間程度

申込み方法 電話、メール、FAX

写真 写真の説明文 後の列の左から3番目が、高瀬です

アピール

市内山口のさくら荘で、石井師範の下でどじょう掬いを練習しているグ

ループです。年間10数回グループホームや演芸会場等で活動しておりま

す。非常に毎回喜んでもらっております。他のグループと連携して、1時

間ほどのプログラムを引き受けることができます。

所沢市社会福祉協議会ボランティアセンター
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内容

登録名 ひばり一座

住所 所沢市北中2-161-11

電話番号 090-5823-1389

FAX 04-2921-4942

HPアドレス

Eメール

連絡先者氏名 宮本　寛子

活動内容（演目） カラオケ、踊り、フラダンス、民謡

活動可能な日 火曜日

活動経験（年数） 15年

当日の活動人数 12～3人

男女内訳 男3人、女性10人

出張範囲 入間市、所沢市

交通費支給の有無 主催者にお任せ

必要機材 マイク機材、カラオケ用具をお願いします。

観客年齢層 特に問いません

観客希望人数 多いほど良いです

演技スペース 踊り、フラダンス、民踊、カラオケができるスペース

申込み方法 直接、ご連絡願います。

写真 写真の説明文

アピール 衣装で華やかに魅了します。

所沢市社会福祉協議会ボランティアセンター
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内容

登録名 キラキラでハッピーなフィットネス『ハピネス』

住所 埼玉県所沢市北秋津707-1  サン・ビユゥコーポ207

電話番号 090-8057-4196

FAX なし

Eメール kirakirahappyfitness@gmail.com

HPアドレス http://www.kirakira-happy-fitness.com/performer

連絡先者氏名 松本　雄一

活動内容（演目） ダンス、ジャグリング、マジック、演劇など

活動可能な日 応相談

活動経験(年数) 15年以上

当日の活動人数 1名~（演目によって応相談）

会員数 ２００名以上（ほとんど練習生）

男女内訳 半分ずつぐらい

出張範囲 所沢市から、近隣の市まで可能です。

交通費支給の有無 交通費及び謝礼（5,000円～）をお願いいたします。

必要機材 なし

観客年齢層 お子様からご年配の方まで、老若男女問いません。

観客希望人数 少人数から承ります。上限はございません。

演技スペース 与えられたスペースで演目内容を決定いたします。

申込み方法 メールでお願いいたします。

写真 写真の説明文 パフォーマンスのイメージ写真です。

アピール

プロのパフォーマンスをお届けいたします。

プロなので無償でやりませんが、ご予算に柔軟に対応いたしますので、

まずはお気軽に、今すぐご相談ください！

お問合せの際は、演芸ボランティアガイドを見たと必ず伝えて下さい。

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 富岡落語研究会

住所

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

演芸ボランティアガイド紹介カード　39
項目

連絡先

活動の概要

活動要件

39
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内容

登録名 ふくふく亭小梅【所属団体：雅楽多の会】

住所 所沢市上安松257-28

電話番号 090-3036-3523（本人）

FAX

Eメール

 ①fwne0742@mb.infoweb.ne.jp

 ②yoshihisa.umeda@macsports.jp

（重要）必ず上記①と②⇒両方のアドレスに送信してくだ

さい。

HPアドレス

連絡先者氏名 ふくふく亭小梅

活動内容（演目）
各種・集会司会・落語・大喜利

・小話・小噺・健康体操

活動可能な日 いつでも大丈夫です。

活動経験(年数) 10年以上

出張範囲 どこでも大丈夫です

交通費支給の有無 無し

必要機材 マイク（無くても大丈夫です）

観客年齢層
保育園から敬老会までどこでもＯＫ

●高齢者施設・婦人会等。

観客希望人数 何人でも大丈夫です

演技スペース 特に問いません

申込み方法 先ずは携帯電話かメールにてご連絡くださいね

写真 写真の説明文 高座中の様子

グループから

アピール

「奉仕の精神」「共有と共感」そして「ありがとう」

「ご縁に感謝」「出会いに感謝」

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　40
項目

連絡先

活動の概要

活動要件

40



内容

登録名 楽しいハゲマロ腹話術

住所 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) ５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 電話もしくはメール

写真 写真の説明文 ケロちゃんと一緒

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

演芸ボランティアガイド紹介カード　41
項目

連絡先

活動の概要

活動要件

41
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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

HPアドレス

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

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

演芸ボランティアガイド紹介カード　42
項目

連絡先

活動の概要

活動要件

42



内容

登録名 ＩＴ　ＳＬＣ　小地域ＩＴ推進活動

住所 所沢市中新井4-28-6

電話番号 04-2942-6381

FAX 04-2942-6381

Eメール g_3@mac.com

HPアドレス

連絡先者氏名 田村　久夫

活動内容(演目) インターネットを大画面で映す。

活動可能な日 月、火、水

活動経験(年数) 10年

出張範囲 市内

交通費支給の有無 100円～/人

必要機材 部屋がうす暗くできる所

観客年齢層 シニア対象

観客希望人数 3名～

演技スペース 20㎡以上

申込み方法 電話

写真 写真の説明文

グループから

アピール
なつかしい映像を見て、話しをしましょう。

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　43
項目

連絡先

活動の概要

活動要件

43
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内容

登録名 伊藤　博（紙芝居ひろしちゃん）

住所 所沢市下富1159-16　ネオポリス439

電話番号 04-2942-5324

FAX 04-2942-5324

Eメール hiro-ito@jcom.home.ne.jp

HPアドレス

連絡先者氏名 伊藤　博

活動内容（演目）

高齢者向け紙芝居、

街頭紙芝居

（幼児、小学生から大人まで）

活動可能な日 応相談

活動経験(年数) 2年

出張範囲 所沢市および近隣市町村

交通費支給の有無 口演費用は応相談（交通費、食事代等のご配慮を希望）

必要機材 持ち込み（机、イス等をお借りする場合もあります）

観客年齢層 高齢者、幼児（4～5歳）、小学生から大人まで

観客希望人数 3名様以上、何名様でもお受けいたします

演技スペース 屋内の場合は、会議室等、街頭の場合は応相談

申込み方法 随時ご一報ください

写真 写真の説明文 2017年3月12日所沢市新三八市　所沢中央公園広場にて

グループから

アピール

戦前から昭和30年代にかけて、近所の空き地に、時々自転車に乗ったお

じさんがやってきて、紙芝居を演じていました。そんな時代を懐かしみな

がら、参加者の皆さんと一緒に、紙芝居を楽しみたいと思います。

所沢市社会福祉協議会ボランティアセンター

演芸ボランティアガイド紹介カード　44
項目

連絡先

活動の概要

活動要件

44



内容

登録名 朗読の会　四季

住所 所沢市向陽町2174　A-306

電話番号 04-2924-4194

FAX

Eメール

HPアドレス

連絡先者氏名
松井
まつい

　花子
はなこ

活動内容（演目） 小説、童謡の朗読

活動可能な日 第１・３木曜日以外

活動経験(年数)

出張範囲 所沢市近隣

交通費支給の有無 無

必要機材 無

観客年齢層

観客希望人数

演技スペース

申込み方法

写真 写真の説明文

グループから

アピール
語り朗読

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　45
項目

連絡先

活動の概要

活動要件

45



内容

登録名 たんぽぽ

住所 所沢市上安松976-57

電話番号 04-2923-3393

FAX 04-2995-5024

Eメール

連絡先者氏名 梅澤武夫

活動内容（演目）

歌と楽器演奏（二胡、ハーモニカ、ウクレレ、ギ

ター、キーボード）の演奏に合わせて童謡、唱歌、ハ

ワイアン、歌謡曲を楽しく歌います。

活動可能な日 不定期（相談の上）

活動経験(年数) 7年

当日の活動人数 3～8人

会員数 10名

男女内訳 男5・女5

出張範囲 所沢市及び所沢近郊

交通費支給の有無 ガソリン代程度

必要機材 コンセント、ホワイトボード

観客年齢層 高年齢者中心

観客希望人数 10名～40名

演技スペース 5人～8人が演奏できるスペース

申込み方法 電話

写真 写真の説明文 老人施設の演奏

アピール

所沢を中心に近郊の老人施設、病院等に訪問し、スライドに映した歌詞を見なが

ら、皆さんと一緒に大きな声で楽しく歌います。ときどきフラダンスも踊りま

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　46
項目

連絡先

活動の概要

活動要件
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内容

登録名 読み聞かせ  きみちゃん

住所

電話番号

FAX

Eメール

HPアドレス

連絡先者氏名 中富　貴美子

活動内容（演目） 読み聞かせ（こども・目の不自由な方等どなたでも）

活動可能な日 休日可（日曜日は応相談）

活動経験(年数)

出張範囲 所沢市近隣

交通費支給の有無 なし

必要機材 なし

観客年齢層 なし

観客希望人数 なし

演技スペース なし

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 なし

グループから

アピール
笑顔でどちらでもお話したいです。

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　47
項目

連絡先

活動の概要

活動要件
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内容

登録名 所沢演芸会

住所 けやき台1-15-7-401

電話番号

FAX

Eメール tokoengai@gmail.com

HPアドレス https://tokoen.lueb.jp

連絡先者氏名 大石　弘子

活動内容（演目） 落語、講談などの演芸

活動可能な日 いつでも

活動経験(年数)

当日の活動人数

会員数

男女内訳

出張範囲 所沢近辺

交通費支給の有無 有るとうれしいですがなくても可

必要機材 高座になるものがあれば

観客年齢層 全年齢

観客希望人数 何人でも

演技スペース 2畳以上あれば

申込み方法 メール等

写真 写真の説明文

アピール

所沢市で落語・講談を中心とした演芸会の企画開催をしています。

小人数での出張公演、コラボ企画なども大歓迎！

お気軽にお声がけください◎

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　48
項目

連絡先

活動の概要

活動要件
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