
平成 29 年度 

 

   

 

芸能発表  楠福祉会館 大ホールにて 

11月４日（土）    

第一部 午前の部   10 時～12時ごろ 

第二部 午後の部   13 時～16時ごろ 

第三部 夜間の部   19 時～21時ごろ 

 

作品展示   楠地区市民センターにて  

11月 ４日（土）   10時～17 時 

11月 ５日（日）  10時～15時 30分 

 

  お茶席    楠地区市民センター1階 ロビーにて 

          11月 ４日（土）  10時～15時 

11月 ５日（日）  10時～14時 

   

 楠地区文化振興会  

 



 

芸能発表プログラム 

 

11月４日（土） 第１部（午前の部）10時～12時ごろ 

順番 種別 演目 予定時間 出演者 

１ 和太鼓 太鼓演奏 １０：００ 楠つ鼓流星 

２ ダンス Ｃｒａｚｙ ｉｎ Ｌｏｖｅ 

ＲＹＵＳＥＩ 

１０：２０ キッズダンス 

3 ハーモニカ 夏の思い出、君だけを、ラ・ノヴィア 

帰れソレントへ、ホーム・スイート・ホーム 

１０：３５ われもこう・フォルテ 

４ 歌・踊り 手のひらを太陽に、夕やけこやけ 

キッズ・ソーラン 

１０：５０ 楠北幼稚園 

５ 合奏 雷来雷伝（竹太鼓）、 

１００％勇気（歌・ハンドベル） 

１１：１０ くす南保育園 

６ 歌・踊り ともだちだいすき みんなでわお！！ １１：２０ 楠南幼稚園 

７ 太極拳 24式太極拳、総合太極拳 42式 

健康体操エンジョイよっかいち 

１１：３０ 気功太極拳 

11月４日（土） 第２部（午後の部）13時～16時ごろ 

順番 種別 演目 予定時間 出演者 

１ 大正琴 もみじ、肩たたき、さざえさん １３：００ 大正琴キャンディーズ 

２ 詩吟 近江八景 １３：１３ 関心流楠吟詩会 

３ 詩吟 花朝下澱江 １３：１７ 関心流楠吟詩会 

４ 民踊 下北小唄（青森県） １３：１９ 楠民踊研究会 

５ 詩吟 富士山 １３：２４ 関心流楠吟詩会 

６ 詩吟 大楠公 １３：２６ 関心流楠吟詩会 

７ ウクレレ 浜千鳥、夕焼け小焼け、居酒屋 

カイヌナヒラ 

１３：３０ ハッピーウクレレ 

クラブ 

８ ハンドベル ジブリの世界・風の丘、さんぽ、崖の上の 

ポニョ、いつでもなんどでも 

１３：５０ スイート・ベル 

９ 詩吟 峨眉山月歌 １４：１０ 関心流楠吟詩会 

１０ 詩吟 後夜仏法僧に聞く １４：１４ 関心流楠吟詩会 

１１ 詩吟 9月 13夜陣中作 １４：１６ 関心流楠吟詩会 

１２ 詩吟 不識庵撃機山図 １４：１８ 関心流楠吟詩会 

１３ 合奏 もみじ、赤とんぼ、青い山脈ほか １４：２０ ムジクス 

１４ 合唱 旅立つ日、ヴォルガの舟歌、カチューシャ 

赤いサラファン、明日があるさ 

１４：４０ くすのき男声合唱団 

１５ 吹奏楽 ブラスバンド演奏 

 

１４：５８ 楠中学校音楽部 

 

 



 

              芸能発表プログラム 
 

 

11月４日（土） 第３部（夜間部）1９時～２１時ごろ 

順番 種別 演目 予定時間 出演者 

１ 

 

和太鼓 

 

太鼓演奏 １９：００ 楠っ鼓流星 

２ 

 

邦楽 

三味線、太鼓、唄 

祇園小唄、出船音頭、四季の歌、天竜下れば

農兵節、げんげんばらばら 

１９：２０ 勝六会 

３ 

 

フラダンス プアリリレファ １９：４０ フラダンスサークル 

４ フラダンス 

 

ヘレイマカナ １９：４４ フラダンスサークル 

５ 舞踊 

 

十勝の春 １９：４８ みつ美会 

６ 

 

舞踊 

 

さくら・さくら １９：５３ みつ美会 

７ フラダンス 

 

ハレアカラーフラ １９：５６ フラダンスサークル 

８ 民踊 

 

ホーライエッチャ（島根県） １９：５９ 芙蓉会 

９ 舞踊 

 

桑名の殿様 ２０：０４ みつ美会 

１０ 民舞 

 

下北小唄（青森県） ２０：０８ 芙蓉会 

１１ 舞踊 

 

みだれ髪 ２０：１３ みつ美会 

 

 

～協賛事業～ 

模擬店   楠町商工会 11 月４日（土）   楠福祉会館前に於いて 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

作品展示会場 

・・・楠地区市民センター 
一階・ロビー・西側通路・西口玄関外  

ロビー   お茶席（表千家） 

壁画（楠南幼稚園園児、楠北幼稚園園児、くす北保育園園児） 

人権標語（楠地区人権協議会） 

活動写真・ポスター掲示（楠地区民生委員児童委員協議会） 

 西側通路  休憩コーナー（ドリンク、お菓子） 

子供遊びコーナー                      

       （プラ板づくり、竹製鉄砲づくり、ダンボール空気砲） 

西口玄関外 模擬店（おでん、フランクフルト販売） ・・・・５日（日）のみ  

二階・展示会場 

 2 会議室  書道（大田黒書道教室、清墨会、はじめての書道） 

        活動写真（楠まちづくり検討委員会、楠ウオーキングクラブ） 

       盆栽（楠園芸盆栽会） 

 201 会議室 絵画（楠小学校生徒） 

 204 会議室 カワモト手芸館体験教室 ・・・・・・・・・・・ 5 日（日）のみ 

三階・各会議室  

 301 会議室 華道（池坊グループ、未生流） 

絵画（絵画サークル、デイジの会） 

       工芸（銅板工芸同好会、始皇帝プロジェクト）  

創作作品（トールペイント） 

絵手紙、ぬり絵、俳句、写真 

防犯活動写真（楠地区防犯協会） 

 302 会議室 手芸：ハワイアンキルト（ハーＹＹクラブ） 

          パッチワーク、手作りリース、組紐 

       創作作品（ゆりかもめ） 

       創作作品（楠中学校生徒） 

 304 会議室 ミニコンサート“みんなでライブ”４組演奏 ・・５日（日）のみ 

       （ピアノ・フルート演奏他）          １０時～１２時  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

秋たけなわ、皆様方にはますますご健勝のこととお慶び申し上げます。 

さて、本年も恒例の文化祭を皆様方のご協力のもと迎えることが出来ましたことを、こころよ

り感謝申し上げます。 

今回も展示部門を楠地区市民センター、芸能発表を福祉会館と会場が二か所に分かれての開催

となります。両会場にお運びいただきまして、ご高覧下さいますようお願い申し上げます。   

楠地区文化振興会  


