
体
験 

NEW
       透明水彩えのぐを  

     作ってみよう！（的崎裕子さん） 
自分で絵の具を作って塗り絵をしましょう！ 

※熱いお湯を使いますので、 

小学校高学年未満は保護者同伴でお願いします。 

11/19(土)13：00～15：00 
【材料代 ５００円】 

特
別
企
画 

たけべマルシェ 

HIPHOPダンス 

レッスン体験＆プチ発表会 
（DANCE STUDIO FORC） 

昨年も大人気だった無料レッスン！ 

かっこいいダンスを体験してみよう♪ 

    [持ち物]着替え、タオル、上履き 

    [日時]11/２０（日）【無料】 

   １２：３０～１３：３０ レッスン（リハーサル室） 

   １３：３０～１３：４０ プチ発表会（アトリウム） 

 スタインウェイピアノ  
 トライ＆トライ コンサート♪ 
世界で最も有名なピアノを聞きに行こう！  

  11/２０（日）10：00～11：30 

建部中学校吹奏楽部＆ 

岡山ヴェルデ吹奏楽団＆有志 
中学生が吹奏楽団と一緒に 

音楽を奏でます！ 

最後は「ふるさと」をみんなで歌いましょう♪ 

11/20(日)14：５０～15：２０ 

投句コーナー（建部川柳社）【無料】 

文化祭で一句、作ってみよう！  

おいしいコーヒー 

ありますよ♪ 

健康相談 

健康チェックコーナー 
（北市民健康づくり建部会議） 

 

健康市民おかやま２１普及啓発イベント。 

健康チェックをして健康寿命を延ばしましょう！ 

体組成測定（基礎代謝量・体内年齢など） 

血圧測定・握力測定他できます。 
 

11/１９（土）【無料】 

１０：００～１5：３０ 
 

※体組成測定は素足で測定します。 

１１月２０日（日）10：00～15：00 

◆建部町親水公園にて 

飲食店、体験コーナー、服の交換会、子どもの
お店屋さんなど、約３０店舗が集まったマル
シェ（市場）が開催されます。 
文化祭とたけべマルシェ、お散歩がてらに併せ
てお楽しみください♪ 

飲食スペース【法寿庵前11/20限定】 

法寿庵を舞台に獅子舞、オカリナなど演奏予定です。 

お茶や食事をしながら、野外発表もお楽しみください♪  

【同日開催イベント】 

たけべのご
ちそうが大

集合！ 

さをり織り（なでしこ共同作業所） 

色とりどりの糸を組み合わせて 

織っていきます。 

世界に一つだけの作品を 

つくってみませんか？ 
11/19（土）～２０（日） 

【機織り体験 無料】 

【コースター作り １００円】 



１１月１９日(土)１０：００～１５：４０  

順 番 時   刻 団  体  名 

1 １０：００ 開会式 

2 １０：１０～１０：２０ 北市民健康づくり建部会議 

3 １０：２０～１０：４５ 建部はっぽね太鼓 

4 １０：４５～１１：００ 音楽療法的ラジオ体操 

5 １１：００～１１：１０ 
建部中学校総合学習 

「日本の音楽」グループ 

6 １１：１０～１１：４０ カラオケ連合会① 

１１：４０～１２：４０ 休憩 

7 １２：４０～１３：１０ カラオケ連合会② 

8 １３：１０～１３：４５ 倭流剣詩舞道 

9 １３：４５～１４：１５ カラオケ連合会③ 

10 １４：１５～１４：５０ 里＋kotoアンサンブル 

11 １５：００～１５：４０ ルツィア・バレエ・ダンス・スタジオ 

展 示 

発 表 

家庭園芸・生け花講座 専敬流・パソコンクラブ・ボトルフラワー・英会話クラブ・旭昇会（書道）・手描友禅・

レザークラフト・水彩画クラブ・俳句を楽しむ会・パッチワーク・実用書道クラブ・ビーズを使った手芸クラ

ブ・生命の貯蓄体操・建部八幡彫・漆会・手編み教室・建部川柳社・ストローアート ヒラタ・特別養護老人ホー

ム 旭水荘（入所者作品）・なでしこ作業所（さをり織り）・社会福祉法人朋友会（たけべの里）・北市民健康づく

り建部会議（建部４保育園児の健康づくりポスター展）・ケアビレッジたけべ・ほのぼの荘デイサービスセン

ター・たけべ新聞・木村節子（パッチワーク）・小野久仁子（フェルト作品）・的崎裕子（絵画）・たけべおこし

プロジェクト（活動紹介）ほか                  

                                          〈順不同・敬称略〉 

【大ホール】 

時  刻 団  体  名 

１１：５０～１２：００ 楽しく学ぼう手話入門クラブ 

１２：００～１２：２０ 混声合唱 繭玉の仲間 

【ロビーコンサート】 

【大ホール】 

【ロビーコンサート】 

時   刻 団  体  名 

１３：００～１３：３０ オカリナ野の花 

１３：３０～１３：４０ DANCE STUDIO FORC 

１３：４０～１３：５０ 蚕くらぶ 

※発表・展示・体験内容が変更する場合があります。 

 詳しくは、文化祭受付（会場入口）までお願いします。 

１１月２０日(日)１０：００～１５：２０ 

順番 時    刻 団  体  名 

1 １０：００～１１：３０ 
スタインウェイピアノ 

トライ＆トライコンサート 

2 １１：３０～１２：００ 佐久良神社神楽保存会 

3 １２：００～１２：２５ 中高年から始めるらくらくピアノ 

１２：２５～１２：４０ 休憩 

4 １２：４０～１２：５０ 蚕くらぶ 

5 １２：５０～１３：０５ 筝曲 華の会 

6 １３：０５～１３：２５ 建部町尺八同好会 

7 １３：２５～１３：４０ 邦楽を楽しむ会 

8 １３：４０～１４：１５ 
里＋kotoアンサンブル  

琴り～な雅 箏楽・箏弦 

9 １４：１５～１４：３５ DANCE STUDIO FORC 

１４：３５～１４：５０ 休憩 

10 １４：５０～１５：２０ 
建部中学校吹奏楽部 

岡山ヴェルデ吹奏楽団 

芸術の秋 
 そうだ、文化祭に行こう 



旭昇会 （書道） 実用書道クラブ　<公民館クラブ講座>

服部佶捷【講師】 斉藤政子【講師】
後藤明子 服部恵子 黒瀬　貢 信定ローザ
延江彌玖 楢村美代子 山内敬子 藤原博子
地頭代真波 大頭和子 寺田知加 谷原久子
金島亜耶 難波照子 藤井麻希 長尾初江
山本早姫 山本咲穂 藤井優朱 福原加年子
日名恭子 山本結貴 小坂田不二子 大橋秀子
安藤恵美 葛原妙子 景山道子
(水墨画）服部佶捷 延江泰男 市川昌江 杉山豊子

入野貴美香 花田知佳

パソコンクラブ　<公民館クラブ講座> 岡   薫 八藤信子
井上美代子【講師】 横山泰子
小坂田憲典 竹内道子
尾島康子 田渕正巳 パッチワーク　<公民館クラブ講座>

小野カツコ 立川冨美子 森田節子【講師】
黒田眞史 兵後素子 森谷千恵子 信正久子
佐野博久 河本照子 市川重子 市川昌江
善木基江 溝口洋子 久保田まさ子 井手房野
水野　一(故人)（絵画） 岡本昭子 常長律子

小野カツコ

生命の貯蓄体操　<公民館クラブ講座>

ボトルフラワー　<公民館クラブ講座>

英会話クラブ　<公民館クラブ講座> 船守法子【講師】
EMILY WARINGA GICHUHI【講師】 河本みどり 河合光子
友直茂子 砂場陽菜 長原美津恵 清水愛子
石橋靖司 式見春飛
松尾光栄 式見龍二 家庭園芸　<公民館クラブ講座>

平野延江 式見光矢 　 清利正登【講師】
延江佳子 吉幸　凛 佐藤韶夫 河本時江
砂場寛太 河本照子 小坂田憲典

服部恵子 市川昌江
遠藤智子 河原茲子
河原洋子 宮木悦代

特別養護老人ホーム 旭水荘 西山仁志 片山健次
入所者 有志 福本洋子 溝口洋子

河本京子 吉岡むつ子

生け花講座 専敬流　<公民館クラブ講座>

なでしこ作業所（さをり織り） 広本安子【講師】
三船洋子 入野　栄 弘末和子 原田節子
田渕光美 小坂田不二子 藤元種代 岸　君江

行森久子 寺田知加

たけべ新聞 杉本慧子 佐藤洋子
立川富美子

北市民健康づくり建部会議(１９日のみ)
建部４保育園児の健康づくりポスター展

＜展示・体験＞　出　展　者　順不同・敬称略

アトリウム 小ホール

クラフト室

ひよっこ
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レザークラフト　<公民館クラブ講座> 手編み教室
行森弥生 竹谷睦子 谷　弘子【講師】
信定幸子 北山千恵子 長崎紀子 江田光子
矢延悦子 信山与志子 田淵芳恵

矢延悦子 延江祐紀

建部八幡彫・漆会
森末照二【講師】 俳句を楽しむ会　<公民館クラブ講座>

立川将史 河井歩美 佐藤寿彦 佐藤一心
土居ミナ子 森田かおり 井手房野 西山郁子
尾関功恵 松本誠治 上原照子 小林美恵子
西崎友子 熱田素子 石村美智子

ビーズを使った手芸クラブ<公民館クラブ講座> ほのぼの荘デイサービスセンター
山下瑞恵【講師】
谷　啓子 清水径子 建部川柳社
行森久子 清水日和 大熊計太 長尾なみ子
森清冨士枝 服部明子 大西設夫 中山正汎
光田三恵子 野上八重子 大家風太 根岸浩二
尾島康子 小坂田不二子 黒田眞史 信山純男
上田恭子 近藤光子 広本うきくさ

竹原慶介 水畑順志

手描友禅　<公民館クラブ講座> 土岐かつら 三宅将晴
安田正江【講師】 内藤えんぜる 村口里美
江田光子 信定　泉 長尾鶯宿 山本進一
高田淳子 加藤富美子
長崎紀子 信定砂子
花房光江

水彩画クラブ　＜公民館クラブ講座＞

ストローアート　ヒラタ 宗次秀男【講師】
平田慎一 広本安子 広田久枝

北谷三重子 岸　雅子

ケアビレッジたけべ 河本美恵子 藤原明子
デイサービス　ケアビレッジたけべ 中田敏子 箼　悦次
小規模　ケアビレッジたけべ 富田　健 片山貞子

富田千代子 野上茂子

社会福祉法人　朋友会 江田路子 黒田茂美
ケアハウスたけべの里 横田純子 板野清治
デイサービスたけべ
グループホームたけべ 的崎　裕子（絵画）
ホームヘルパーステーションたけべ

たけべおこしプロジェクト（活動報告）
木村　節子(故人)（パッチワーク）

建部町公民館（活動報告）
小野　久仁子（フェルト作品）

小ホール 小ホール

２階廊下
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１１月１９日(土)１０：００～１５：４０

☆ロビーコンサート　１１：５０～１２：２０

★１.楽しく学ぼう手話入門クラブ ★２.繭玉の仲間<公民館クラブ講座>

手話歌メドレー １.真夜中のギター 長尾　聰 河原八重子
１.世界に一つだけの花 小坂田不二子 檀上定子 ２.学生時代 永野幸雄 桐山晴美
２.虹いろ 河島祥子 光田茂子 ３.白いブランコ 市川昌江 光信まさ子
３.365日の紙飛行機 河本房子 後藤明子 ４.北国の春 服部恵子 杉山　緑
４.花束を君に 田渕文子 横山泰子 ５.君をのせて 河本清子
５.ふるさと（繭玉の仲間 合同）

☆大ホール

★１．開会式 ★5.建部中学校総合学習
　　　　「日本の音楽」グループ

★２．北市民健康づくり建部会議 こきりこ節 河本理子 河本侑貴菜

　　「OKAYAMA！市民体操」 古元　舞 行森愛美
北市民健康づくり建部会議メンバー 山本早姫 橋本悠香

行森彩乃 山内七海

★3．建部はっぽね太鼓 今井友香 山本結貴
 「はっぽね満開夢神楽」 井上幸枝 楢村優芽
 「疾走」 今井美由紀 楢村里菜 ★６．カラオケ連合会①

内田弘美 延江典子 　１．刃傷松の廊下 中　登一
岸　淳子 信定一靖 　２．夕霧岬 中原君子
岸田佑佳 橋本一輝 　３．佐渡のわかれ唄 中村　緑
倉本沙羅 橋本悠香 　４．つぐない 橋本加代子
下山田　明 橋本莉央 　５．越後氷原 橋本ふじ子
下山田波流 前田和也 　６．あゝあんた川 松岡百合子
戸田光子 森田澄子 　７．紅の傘 光井美佐子
中田敏子 矢木怜士 　８．逢わずに愛して 森田卓司
楢村健人 　９．松島紀行 森本允子

  10．九頭竜川 森元雅司

★4.音楽療法的ラジオ体操クラブ   11．雪哭き津軽 八代淑子
     <公民館クラブ講座>

練習風景一部再現 【講師】内藤繁子 　　―休憩―
小野カツコ 山本泰子
薮崎光子 善木基江
岩田たくみ 大頭和子

　

ステージ発表・プログラム

※ 発表時間は、プログラムをご覧ください
　 舞台の進行上、時間は前後する場合があります

<公民館クラブ講座>
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★７．カラオケ連合会② ★１１.ルツィア バレエ ダンス スタジオ
　１２．あゝあんた川 矢延貴子 コンクール出場作品集
　１３．なんやしらんけど 山本浩子 上田ゆき乃 金高摩耶
　１４．連理の枝 岩井友見 武井結乃 竹内ひかる
　１５．俵星蓄篤 海野京子 竹田惟純 福間美紅
　１６．夢見坂 大内尚子 光森清楓 横田奈々
　１７．湯布院霧の宿 尾上節子 吉田ケイン
　１８．命さかせて 樫村好子
　１９．ひとり北国 片山健次 LBDSクラシックバレエ作品
　２０．しゃぼん玉 河原堅二 　　「とある森の中で…」

こびと 大塚万路 吉田

★８．倭流剣詩舞道 ウィリアム
【演出・振付】倭煌麗（金島佳子） はち 大森心晴 吉岡望美

１．白鷺の城 大鳥愛佳 うさぎ 上田みづき 西山莉奈子
信定環希 宮西彩歌 安田有凛子

２．風雲川中島 善木香帆 横田茉以
頼定美羽 はな 秋平奈緒 筒井彩月
頼定由依 天久　華 安田早季子

３．七重八重 秋山心花 妖精 杉村　瞳 光岡陽菜佳
秋山彩葉

４．胡隠君を尋ぬ 西本春玉 LBDSコンテンポラリー作品集
５．会津鶴ヶ城 山本仁美子 　　「Make You Feel My Love」

信定実乃里 奥松結友
６．黒田武士 倭煌麗 上田ゆき乃 武井結乃

竹内ひかる 竹田惟純

★９．カラオケ連合会③
　２１．裏町ひとり酒 川邊澄一 　　「Alive」
　２２．あなたの背中に 窪藪和男 松家光里
　２３．炎の男 古谷伸市
　２４．おしろい花 斉藤正之 LBDSジャズ作品集
　２５．倉敷川 善木基江 　　「Spy Kids」
　２６．ずしの恋港 箼　清子 秋平奈緒 上田みづき
　２７．はぐれコキリコ 田木　登 杉村　瞳 筒井彩月
　２８．港しぐれ 田野文子 天久　華 西山莉奈子
　２９．紅の傘 田淵文子 生内萌子 三枝快誓
　３０．孫 貞岡忠治 光岡陽菜佳 宮西彩歌

横田奈々 横田茉以

★１０．里＋Koｔoアンサンブル
行く春 （一箏） 山口奈里 西本春玉 　　「All For You」

（二箏） 高田奈里貴 上田ゆき乃 奥松結友
みだれ （箏） 高田奈里貴 金高摩耶 竹田惟純

（三絃） 山口奈里 中尾由姫 野口あかね
福間美紅 福間莉奈
松家光里 三枝宥葵
吉田ケイン
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１１月２０日(日)　１０：００～１５：２０

☆ロビーコンサート　１３：00～１3：５0

★1．オカリナ野の花　<公民館クラブ講座> ★2．DANCE STUDIO FORC
1.365日の紙飛行機 横田純子 谷川靖子 　　　　レッスン体験者のプチ発表会
２.糸 藤井英子 佐藤洋子
３.夢をあきらめないで 光井美佐子 杉山豊子 ★3．蚕くらぶ
４.翼をください 中田敏子 湯川千恵子

三船洋子 八藤信子
5.好きになった人　他 渡辺史子【講師】

☆大ホール

★２．佐久良神社神楽保存会 ★５．箏曲　華の会
１．準備 井戸健夫 小山明彦 嵯峨野 （箏） 髙田淳子 山口ひろ美
２．さんば 谷　保昌 佐藤文哉 大獄和久 作曲 （三絃） 髙田奈華
（御幣を持って舞う） 佐藤　誠 佐藤龍哉
３．しゃぎり 吉幸　誠 吉幸美佳 ★６．建部町尺八同好会　<公民館クラブ講座>
４．客席への 本田久史 斉藤　響 １．水戸黄門 藤井毅一 藤井一世
　　ふれあいサービス 杉　知行 吉幸大雅 ２．新旭川高瀬舟唄 小坂田忠 寺門　誠
５．２段（仕上） 井戸謙太 片山睦実 ３．北国の春

小山敏幸 片山睦子 ４．やまびこ
谷　英昭 三谷桃子
谷　達郎 谷　海李 ★７．邦楽を楽しむ会　<公民館クラブ講座>

ことうた   （一箏） 髙田淳子 山口ひろ美

★３.中高年から始めるらくらくピアノ ～わらべ唄～ 　（二箏） 髙田奈華
<公民館クラブ講座> 　（尺八） 小坂田忠 藤井一世

１．メヌエット 政岡亜矢子【講師】 藤井毅一 寺門　誠
２．森へ行きましょう 水畑由美子 土居川真澄
３．瀬戸の花嫁 河本照子 宮内三砂江 ★８．里＋Koｔoアンサンブル

小坂田不二子 井元美沙
横山泰子 黒田ゆきえ １．祭花 大塚政枝 斉藤桂子
森本和子 ２．六段の初段 斉藤洋美 小野キン

３．行く春 中畝秀子 奥本澄子

★４．蚕くらぶ 山田秀子 川田節子
ミュージカル 江田和美 長谷川真実 重松富子 草賀文江
「ふしぎ森の 寺尾美智子 寺尾麻美 樋口静子 植田里美
　　　　桃太郎の樹」 長谷川総一郎 西原純子 高田孝子 廣瀨里子

後藤優萌 花房功基
戸田光子

　　―休憩―

※ 発表時間は、プログラムをご覧ください
　 舞台の進行上、時間は前後する場合があります

★１．第3６回建部町文化祭 特別イベント

　　スタインウェイピアノ・トライ＆トライコンサート
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※詳細プログラムは別冊をご覧ください

    　　　    箏り～な雅　箏楽・箏絃
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★９．DANCE STUDIO FORC
　　　　　(ヒップホップダンス)

19【講師】
建部キッズクラス 岸　照馬
建部初級クラス 三宅美幸 光井　愛

藤谷結菜 藤谷治輝
長尾彩花 佐藤美羽
佐藤優羽

建部強化クラス 岸　龍希 森本匠海
岸　久留美

Rock The Flow 行本大誠 大倉　仁
長尾颯太

RUHMEIKA 原田佳奈 宮崎　明

　　―休憩―

★１０．建部中学校吹奏楽部＆
　　　　　　　岡山ヴェルデ吹奏楽団

1年　 延江彌玖
2年　 津田　恵 西崎菜名子

寺田伊織 山嵜綾乃
3年　 有安美都紀 行森愛美

ふるさと 
作詞 高野辰之 作曲 岡野貞一  
 

兎追いし かの山 

小鮒釣りし かの川 

夢は今も めぐりて 

忘れがたき 故郷 
 

如何に在ます 父母 

恙なしや 友がき 

雨に風に つけても 

思い出ずる 故郷 
 

志を はたして 

いつの日にか 帰らん 

山は青き 故郷 

水は清き 故郷 

2014年11月に設立した岡山市を中心に活動する一般吹奏楽団です。 
 
団名：岡山ヴェルデ ウインド・アンサンブルの名前の由来 
ヴェルデとはスペイン語・イタリア語・ポルトガル語の3つの言語の単語で「緑色」と
言う意味です。 
岡山の自然の緑と調和する音楽を奏でて行きたいと言う思いで名付けました。 
 
団員 
学生・社会人・主婦など幅広い年令層で活動しています。 
  
活動 
練習は月2回。 
地域のお祭、小学生吹奏楽団・中学校吹奏楽部との合同演奏会、高齢者施設での演奏な
ど地域の吹奏楽団として親しまれています。 
私たちはお客さんと奏者、ともに楽しめる音楽を奏でていくことを目指します。 
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会 場 案 内 図 

ロビー 

コンサート♪ 
パソコンクラブ 旭昇会 

生命の貯蓄体操 

英会話クラブ 

ステージ発表 

家庭園芸 

生け花講座 専敬流 

パッチワーク 

レザークラフト 

実用書道クラブ 

手編み教室 

手描友禅 

建部八幡彫・漆会 

社会福祉法人朋友会 
・ケアハウスたけべの里 

・デイサービスたけべ 

・グループホームたけべ 

・ホームヘルパー 

ステーションたけべ 

ケアビレッジたけべ 

俳句を楽しむ会 

建部川柳社 

ビーズを使った 

手芸クラブ 

ストローアートヒラタ 

ほのぼの荘 
デイサービスセンター 

ボトルフラワー 

木村節子 

小野久仁子 

水彩画 

的崎裕子 

19日 

のみ 

<体験> 

<コーナー> 

 

たけべ 

おこし 

プロジェクト 

 

建部町 

公民館 

玄関 

ア
ト
リ
ウ
ム 

なでしこ作業所 

<体験コーナー> 

たけべ新聞 

北市民健康づくり建部

会議（19日のみ） 

<体験コーナー> 

ひよっこ 

★２階廊下 

出入口 

２
階
へ 

 

発表控室 

発表控室 

発表控室 

発表会場入口 

１
階
へ 

 

特別養護 

老人ホーム 

旭水荘 
 

 

★小ホール ★アトリウム  

★ひよっこ 

★アトリウム 

たけべマルシェ 

★親水公園 

★クラフト室 

★中庭 

20日のみ 

飲食スペース 

★２階おどり場 

主催 

建部町文化祭 

実行委員会 

 

事務局 

岡山市立建部町公民館 

TEL ７２２-２２１２ 

FAX ７２２-２１６０ 

岡山市北区建部町福渡 

４９６－１ 


