
令和３年度　防府市文化協会団体会員

部  門 種  別 団     体     名

文　芸 自由律俳句 初めての自由律俳句の会みもざ

文　芸 俳　句 防府市俳句協会

文　芸 川柳 サークル川柳

文　芸 短歌 防府市民短歌会

文　芸 自由律俳句 防府市民文芸自由律俳句の会

文　芸 詩 右田みすゞ学習会

美　術 絵画 ほうふ水彩画倶楽部

美　術 書道 書友会

美　術 水彩 スケッチサークル十色会

美　術 おし花 すずらん会

美　術 手描友禅 たんぽぽの会

美　術 友禅 さくらの会

美　術 絵手紙 絵手紙同好会

美　術 油絵ほか ゑ友会

美　術 工芸 レザークラフトひまわり

美　術 書道 書研・風信会

美　術 工芸 鎌倉彫サークル

美　術 工芸 彫歩会

美　術 書道 防府市書道連盟

美　術 書道 書研　鳩山書院

美　術 工芸 西浦焼愛好会

美　術 絵画 山口県防府市日韓親善協会

美　術 書道 大濤書道会

美　術 日本画 西日本墨仙会

美　術 美術 防府市美術連盟

美　術 工芸 藍と愛の会

音　楽 音楽 合唱組曲佐波川を歌う会

音　楽 オカリナ オカリナ花みずき

音　楽 マンドリン・ギター 防府マンドリンギターアンサンブル

音　楽 ギター 勝間ギターアンサンブル

音　楽 音楽 チェロアンサンブル　ラル５

音　楽 合唱 サルビア・コール

音　楽 音楽 堀江鴻とハワイアンドリームズ

音　楽 合唱 防府市民合唱団

音　楽 音楽 防府音楽連盟

音　楽 音楽 大村能章顕彰会

音　楽 合唱 防府ふるさとコール

音　楽 オカリナ オカリナ風花ふ～が♪

音　楽 サックス・ピアノ 五郎＆あけみ

音　楽 オカリナ 防府オカリナ愛好会

音　楽 吹奏楽 防府ウィンドシンフォニー

音　楽 ピアノ・管楽器 ほうふチェンバーソロイスツ

音　楽 ピアノ・管楽器 ターフェルムジークほうふ

文　芸　加入計 6

美 術 加入計 20



邦　楽 尺八 都山流尺八楽範山会

邦　楽 民謡 防長民謡会

邦　楽 詩吟 防府詩吟連合会

邦　楽 吟舞 日本吟舞曽光流曽光会

邦　楽 民謡 防府邦楽舞踊連盟

邦　楽 吟舞 日本吟道防府桑誠会

邦　楽 舞踊 茜屋出雲流　茜会

邦　楽 吟舞 萌えぎ会

邦　楽 舞踊 日本舞踊 花扇の会

邦　楽 尺八 上田流尺八道菅友会

邦　楽 舞踊 花結会

邦　楽 尺八 都山流山口県支部松山会

邦　楽 詩吟 鷲朋吟詠会防府総支部

邦　楽 詩吟 吟詠岳奨会

邦　楽 筝 和歌奈会

邦　楽 能楽 長宗閑祥会

邦　楽 舞踊 鶴千榮会

邦　楽 舞踊 千鶴の会

邦　楽 舞踊 吉冬貴の会

邦　楽 舞踊 友貴の会

邦　楽 舞踊 吉祐矢の会

邦　楽 舞踊 冬花の会

邦　楽 民謡 浜子うた保存会

邦　楽 舞踊 茜屋出雲流　松姿会

邦　楽 舞踊 茜屋出雲流　松賀会

洋　舞 ダンス 牟礼フォークダンス同好会

洋　舞 ダンス 防府市洋舞の会

洋　舞 ヨガ ホームヨーガ

洋　舞 ダンス アロハ・フラ　フレンズ

洋　舞 ヨガ 健康ヨーガ倶楽部

洋　舞 ダンス ティアラ・バレエアート

洋　舞 ダンス キミエダンススタジオ

洋　舞 ダンス Ｉｚｕｍｉ Ｂａｌｌｅｔ Ｓtudio

洋　舞 ダンス イクエ　フラ　ＰＤＣ

洋　舞 ダンス カパークーカウイオクウプアレフア

洋　舞 ダンス 谷淑江　スペイン舞踊スタジオダンサルテ

洋　舞 ダンス 重藤亜季恵バレエスタジオ

洋　舞 ダンス フォークダンス研究会

洋　舞 体操 体操サークル　スウィーティ

洋　舞 フラ・タヒチ フラプアケニケニ＆タヒチアン　フェティイ

洋　舞 ダンス ムーメント会

洋　舞 ダンス 子どもフラダンス

映　画 映像 防府映像サークル

歴　史 歴史 防府野村望東尼会

音　楽　加入計　17

邦　楽　加入計　25

洋　舞　加入計　17

映　画　加入計　1



歴　史 歴史 防府史談会

生活文化 華道 防府市華道連盟

生活文化 華道 専心池坊山口県中部支部

生活文化 衣服 衣服のリフォーム

生活文化 衣服 着物リメイク教室Grupo de Rosas

生活文化 茶道 表流防和会

生活文化 盆栽 大道盆栽会

生活文化 華道 萌の会

生活文化 そろばん 子供そろばん

生活文化 料理 オレンジ

生活文化 人形作り カントリードールを作る会

生活文化 着付け きの着付け教室

生活文化 着付け 前結び着付け教室

生活文化 茶道 日本礼道小笠原流煎茶

生活文化 華道 華道家元池坊防府支部

生活文化 華道 (一財）小原流防府支部

生活文化 華道 草月流新光会

生活文化 華道 専心池坊防府会

生活文化 華道 若葉会

生活文化 料理 さくらんぼ

生活文化 華道 華城地区伝統文化いけばな教室

生活文化 華道 柴山古流清風会

生活文化 園芸（ハーブ） ハーブの会

生活文化 茶道 煎茶道三癸亭賣茶流

生活文化 茶道 山本百次会　子ども組

生活文化 着付 着物の会

生活文化 園芸（ハーブ） ラベンダーの会

生活文化 茶道 水月会防府支部

生活文化 茶道 専心小笠原流煎茶防府会

生活文化 茶道 防府茶道連盟

生活文化 着付 きつけサークル

生活文化 華道 わか翠グループ

生活文化 茶道 茶道裏千家淡交会 山口支部

生活文化 華道 華道二葉流山口県支部

民俗芸能 民俗芸能 中関塩浜唄の会

民俗芸能 民俗芸能 防府民俗芸能連盟

民俗芸能 民俗芸能 古典芸能南京玉すだれ山口保存会

民俗芸能 民俗芸能 周防ちはや神楽保存会

民俗芸能 民俗芸能 笑い講

民俗芸能 民俗芸能 国府の節保存会

福　祉 福祉 新田地区社会福祉協議会

福　祉 福祉 防府中央ライオンズクラブ

福　祉 福祉 防府ライオンズクラブ

学　術 学術 山口県退職公務員連盟防府支部

民俗芸能　加入計　6

福　祉　加入計　3

歴　史　加入計　2

生活文化　加入計　33



学　術 学術 日本郵趣協会防府支部

学　術 学術 ホーリー会

学　術 学術 牟礼校区子ども会

学　術 学術 防府市老人クラブ連合会

学　術 学術 防府市退職校長会

学　術 学術 防府天満宮

学　術 学術 ふるさと大道を掘り起こす会

学　術 学術 桜紙工房

学　校 高校 山口県立防府商工高校

総合計 140

学　術　加入計　9

学　校　加入計　1


