
令和元年度 

楠地区文化祭プログラム 

 

◆会場：楠福祉会館 大ホール 

芸能発表 

11月 2日（土） 午前の部   10時～12時ごろ 

午後一部   13時～15時ごろ 

午後二部   15時 30分～18時ごろ 

 午前 10時より福祉会館前で商工会模擬店 

◆会場：楠地区市民センター  

 作品展示 

11月 2日（土）   10時～17時 

11月 3日（日）  10時～15時 

田んぼアート収穫祭  東入口前於 

11月 2日（土）   10時～1２時 30分 

 収穫したお米でお餅つきとお餅の振舞い 

お茶席 表千家 一階ロビー於 

11月 2日（土）  10時～15時 

11月 3日（日）  10時～14時 

   ミニコンサート  ♬♪みんなでライブ♪  

  11月 3日（日）10時～12時 3階 304会議室於 

   出演：四日市交響楽団弦楽アンサンブル他   

  マジックとフルート演奏・歌 

11月 3日（日）13時～14時 3階 304会議室於 

 



 

 

 
 

   作品展示会場 

     ・・・楠地区市民センター 
一階展示会場  

ロビー    お茶席（表千家） 

       いわひば盆栽 

       ハワイアンキルト（ハーＹＹクラブ） 

壁画（楠北幼稚園園児、くす北保育園園児） 

人権標語（楠地区人権推進協議会） 

活動写真・ポスター掲示（楠地区民生委員児童委員協議会） 

団体事務局前 同上（楠連合自治会・社会福祉協議会、自主防災協議会 

楠まちコミホームページ委員会、市民センター） 

東玄関前   田んぼアート収穫祭（お餅つき）・・・２日（土）10 時～  

 

二階展示会場 

 2 会議室   書（書友会、清墨会）     

          書き遊びコーナ 

 201 会議室  絵画（楠小学校生徒作品） 

 

三階展示会場  

    3 階エレベーター前に休憩コーナーを設置、お茶・ジュース（無料）とお菓子類

（有料）を提供します 

 301 会議室  華道（池坊グループ、未生流） 

絵画（絵画サークル、デイジーの会、水彩画、ぬり絵） 

        工芸（始皇帝プロジェクト、銅板工芸）  

創作作品（トールペイント、陶製こけし型万華鏡） 

絵手紙、写真、テーブルクロス、ペーパークラフト他 

活動写真・ポスター掲示（楠まちづくり検討委員会） 

 302 会議室  手芸（あみものサークル） 

        創作作品（ゆりかもめ） 

        創作作品・絵画（楠中学校生徒作品） 

 304 会議室 ◇ミニコンサート“みんなでライブ”・・3 日（日）10 時～12 時 

        （ピアノ・フルート・ヴァイオリン演奏他） 

        四日市交響楽団弦楽アンサンブル出演 

       ◇マジックとフルート演奏・歌  ・・・3 日（日）13 時～14 時      

         お土産マジックもあります  

              

 
 

 

 

 

 

 

“広げようみんなでつくる文化の輪” 

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。 
展示部門が楠地区市民センター、芸能発表は福祉会館と会場が二カ所に分か
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 会長 山田 清弘 



       

 芸能発表プログラム 

 

11 月 2 日（土） 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 I want you back 

Wanna be 

１０：１５ ＣＨＥＲＲＹ 

（チェリー） 

3 ハーモニカ 瀬戸の花嫁（三重奏） 

四季の歌 

〈独奏〉 

    喜びも悲しみも幾年月 

   ３６５歩のマーチ 

     月の砂漠 

秋の歌メドレー（二重奏） 

１０：２５ われもこう・フォルテ 

４ マジック かとちゃんマジックショー １０：４５ 加藤享昌 

５ ハンドベル メロディーベル演奏（童謡） １１：０５ 街角ベルサークル 

６ 合唱 

フラッグダンス 

まっかなあき 

くすきたフラッグ 

１１：２５ 楠北幼稚園 

（ゆり組） 

７ 気功太極拳 太極拳２４式 

太極扇 

健康体操エンジョイ四日市 

１１：４０ 気功太極拳クラブ 

８ 太鼓（竹）と 

鳴子 

火炎太鼓 １１：５５ くす南保育園               

（らいおん組） 

 

昨年に続き、芸能部門午後一部に剣舞の美濃部浩一

郎さんが出演されます。 

三重県で初めて剣詩舞の部門で文部科学大臣賞を受

賞されました。舞台でのパフォーマンスをお楽しみく

ださい。 

 

模擬店 楠町商工会 

11月 2日（土）10時～ 楠福祉会館前於 

うどん、みたらし団子、揚げ物（ポテト、手羽先）を

用意しています 

 

 

 

 

                   

 

 

 

  



 

11 月 2 日（土）午後一部 13 時～15 時ごろ 

順番 種別 演目 予定時間 出演者 

１ オカリナ もみじ 

里の秋 

村の鍛冶屋 

思いでの渚 

川の流れのように 

ブルーライト・ヨコハマ 

１３：００ オカリナサークル 

「ドルチェ」 

２ 

 

ウクレレ バラが咲いた 

雲は心 

野に咲く花のように 

レイ・ナニ 

１３：１５ 楠ウクレレクラブ 

３ 詩吟 九月十三夜陣の作 

金州城下の作 

１３：３５ 久寿吟詩会 関心流 

４ 歌謡舞踊 豪商一代紀伊国屋文左衛門 １３：４５ 田中定春 

５ ハンドベル 

 

 

 

 

 

シャル・ウイ・ダンス？ 

恋は水色 

ムーンリバー 

スイート・メモリーズ 

野に咲く花のように 

時代 

１３：５５ スイート・ベル 

６ 合奏 管楽アンサンブル演奏 １４：１５ ムジクス 

７ 詩舞 春日家に還る １４：３５ 

 

 

久寿吟詩会 晄明流 

美濃部浩一郎 

内田朝巳 
８ 剣舞 

吟詠 

本能寺 

９ 吹奏楽 ブラスバンド演奏 １４：４５ 楠中学校ブラスバンド 

指揮：伊藤三五 

  
           午後二部 15 時 30 分～18 時ごろ 
順番 種別 演目 予定時間 出演者 

１ 

 

合唱 さらば青春 

涙君さようなら 

遥かな友に 

男声合唱のための 

日本民謡メドレー 

１５：３０ くすのき男声合唱団 

２ 

 

合唱 埴生の宿 

あなたとわたしと花たちと 

落葉松 

おてもやん 

１５：４５ 黒松コーラス 

３ 舞踊 八尾しぐれ 

徳島音頭 

望郷縁歌 

知覧節 

１６：０５ みつ美会 

４ 詩吟 太田道灌借蓑図 

玉島澄暉 

詠古 

１６：２５ 久寿吟詩会 関心流 

５ 民踊 花笠音頭 １６：４０ 楠民謡研究会 

６ フラダンス カノホナピリカイ 

ハナレイムーン 

１６：５０ フラサークル ヒナヒナ 

７ 民踊 鰊場音頭 １７：００ 芙蓉会 

８ 詩吟 

 

弘道館賞梅花 

野間懐古 

１７：１０ 久寿吟詩会 関心流 

９ フラダンス 

 

クープアイリマ 

ムリヴァイ 

１７：２０ フラサークル ヒナヒナ 

 


