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009 我孫子市三曲協会  

三曲（三味線、箏、胡弓）を使って演奏をしてくださる団体です。  

 

 備考  楽器の運搬のできる会員が限られているため、依頼者側で楽器の

運搬をしていただけるかご検討のうえ、ご依頼をお願いします。 
 

014 我孫子童謡を歌う会  

童謡を中心に歌います。歌詞などを準備して、一緒に歌うことができます  

 

備考  運転のできる会員が 1 名しかいないため、 

駅の近くや依頼者による送迎がある場合の依頼が受けやすくなっています。 

024 アンサンブル･ピリカ  

名曲・童謡中心に歌を歌う団体です。  

 

 備考  会員のほとんどの方がお仕事をしておられます。  

ご依頼の際は 2～3 ヵ月程前にいただかないと調整が難しいとのご連絡

をいただいております。 

 

048 劇団 座・どてかぼちゃ  

生の演劇を見てもらい、その楽しさを知ってもらうための活動をしている

団体です。 オリジナルの台本で施設への慰問活動を行っています。  

 

 備考  1 年間 1 演目を目安に台本が変わります。 8 月に演目切り替え

のため、11 月～3 月が公演期間となります。 それ以外の月の公演はお問

合せください。 

 

051 日本手話ダンスクラブ 手話ダンスあびこ  

童謡や学校唱歌などに合わせて、手話とダンスをするものです。  

聴覚障害者や中途失聴・難聴者の方々と一緒に活動をしています。 
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054  Sing ハーモニカ  

ハーモニカを通してのボランティア活動をしている団体です。  

 

 備考  歌詞を貼るためのホワイトボードを用意していただければ、 

ハーモニカを演奏に一緒に歌うことができます。 

055  すずの木ハンドベルクワイヤ  

ハンドベルを演奏する団体です。子ども～大人まで在籍しています。  

 

 備考  ※ハンドベルを置く長机が 3 個必要です。  

※毎年 8 月～9 月は依頼を受けることができません。  

※平日の依頼は受けることができません。 

 

 

078 ハーモニカ・メイツあびこ  

ハーモニカを通してボランティア活動をしている団体です。 

 

083 ピアチェーレ  

ギター・マンドリンの演奏を通し、より身近に感じていただくために活動をしている団体です。 

086 我孫子東高等学校 吹奏楽部  

我孫子東高校の吹奏楽部です。  

 備考  

※吹奏楽の演奏のため、かなりの大音量になります。 楽器の搬入等の時間調整や場所が必要です。 部

活での公演になりますので、かなりの広さが必要になります。 依頼者より学校宛の依頼文が必要です。 

099 ボランティア 北遊会  



公演をしてくださるボランティア・市民活動登録団体（登録順） 

 

令和 5 年 2 月 13 日現在 

3 

 

毎回施設に合わせて、懐メロ、唱歌、ハワイアン、シャンソン、外国語の

歌、浪曲等、新しい歌を用意して活動しています。 

 

109 コカリナサークル“あびこ”  

木でできたオカリナのような楽器を使って演奏してくださる団体です。 

 

124 我孫子シニアアンサンブル  

ヴァイオリン、マンドリン、コントラバス、ギター、大正琴、フルート、

クラリネット、キーボード、ドラムス、パーカッション、グロッケン（鉄

琴）の合奏です。  

 

 備考  ※我孫子市外の依頼、日曜日の依頼は受けられません。 

 

137 湖北台河童太鼓  

地域の催事へ参加し、太鼓でのパフォーマンスをしてくださる団体です。  

 

 備考  

平日のご依頼には対応できないことが多いです。 

 

150 カエナ・フラハレ  
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フラダンスを披露してくださる団体です。 

 

160 ラメール  

童謡・日本歌曲・オペラのアリアからミュージカルなど。  

ピアノと歌での公演です。  

 

 備考  ※音楽療法の資格をお持ちの方が 2 名います。  

※会員 5 名の内、4 名が都内在住者のだめ、交通費の（一部）負担をお

願いしています。（１回の我孫子駅間との往復で約 7,300 円かかります）

ご協力をお願いします。 

 

167  TOMAC  

マジック、腹話術、南京玉すだれ、どじょうすくいなどを行う団体です。  

 

  備考  

・我孫子市外の会員も多くいるため、駅から遠い施設は送迎または交通費

支給をご検討のうえご依頼ください。（そうでない場合も検討します）  

・屋外での公演、お酒の場での公演はできません。  

・公演時間は 10 時～16 時の間、30 分～40 分程度  

・会員間の連絡調整や練習もあるため、開催日の１ヶ月前には依頼をいた

だきたいです。  

・（手品のネタを仕込むなど）準備をするのに開催時間前に 30 分位必要で

す。 

 

178 我孫子マジッククラブ  

マジックをしてくれる団体です。  

 

  備考  ※8～9 月のご依頼は受けられません。 
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179 Happy Music♪  

幅広いジャンルの曲をバンド演奏してくださいます。  

歌詞を見ながら一緒に歌うことも可能です。  

 

  備考  ※仕事をしている方の集まりのため、平日のご依頼は対応できません。 

180 にこ二胡  

中国の伝統楽器“二胡”を演奏してくださる団体です。 メンバー2 人でレ

パートリーは 100 曲程度！ 依頼者の希望に沿って曲目を演奏してくださ

います。 演奏を聞くだけもよし！歌詞を見ながら一緒に歌うもよしの団

体です。  

 

  備考  ※屋外・カーペットの部屋の演奏でのご依頼は、音を吸収して

しまうため、お引き受けできません。 

 

181 アピネス  

蓄音器による演奏、ギター等の楽器演奏、演芸等多岐に渡る団体です。  

今となっては、なかなか聞くことのできない蓄音器は注目！ 

 

184 にこにこ会  
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舞踊（日舞、民舞）、フラダンス、カラオケ、マジック、紙芝居、腹話術、

落語、マンドリン演奏、書道吟など多岐にわたった演目をご用意されてい

る団体です。 

 

 

 

 

 

 

 

187 手話ダンスさわやか  

手話をしながらリズムにのってダンスをする団体です。  

 

 備考  

※カセットテープのデッキ・マイクを依頼者側で用意していただく必要が

あります。 

 

192 芸輪  

民謡を披露してくださる団体です。  

 
 

202 ハーモニカサークル ド・レ・ミ  

高齢者施設、各集会などに訪問し、ハーモニカの演奏（演歌、歌謡曲、唱

歌）をしている団体です。  

 

211 シニアアンサンブル あすなろ会  
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我孫子市を中心とした 50 歳以上の楽しい器楽演奏。  

（バイオリン、フルート、キーボード等楽器の種類を問わず演奏）  

 

  備考  

※17～18 名で施設訪問を中心に活動しています。  

※日程の調整を行うため、依頼は 2～3 ヶ月前にしてほしいとのこと。  

224 カラフルバルーンの会  

幼稚園、保育園、あびっ子クラブ等でのバルーンアートによる活動をして

いる団体です。 

 

229 琴伝流 大正琴こすもす  

高齢者施設などに訪問し、大正琴の演奏をしている団体です。  

 

251 みんなで歌う会 Poco  

童謡・唱歌・JPOP・懐メロ・DISNEY・歌謡曲などを歌ってくださる団体

です。  

①歌を聞いていただく・②体をほぐす(軽い体操）・③簡単な歌唱指導・④

手遊び、振りなど入れながら一緒に歌う（キーボード有）などが可能です。 

 

255 秋まさよ＆スウィングタップス  
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タップダンスを披露してくださる団体です。  

 備考  

※田の字に 4 枚の板を置くスペースが必要です。（1 枚 1 畳程度）  

※MD プレーヤーで音を持参のため、マイクがあると良いです。  

※ステージ（となりうるスペース）の近くに着替えのできるスペースが必

要です。（曲の合間に上着や小道具を変える程度） 
 

256 あびこコカリナ“そよかぜ”  

コカリナによる公演をしてくださる団体です。 

 

268 ブルースカイ 41  

フラダンスによる公演をしてくださる

団体です。 

 

274 我孫子オーディオファンクラブ  

スピーカー・アンプによるオーディオコンサートをしてくださる団体で

す。  

 

 

280 かっぽれさくら会  

伝統あるかっぽれ踊りを披露してくださる団体です。  

お仕事をしている方が多いため、依頼は早めにお願いします。 

281 にじいろおはなし会  
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小さいお子様から高齢者の方へのおはなし会（絵本の読み聞かせ・素話な

ど）を行う団体です。 

場所、日時は、依頼者と相談して決定します。 

 

  

287 アンドロップ４  

ギター・ウクレレ・キーボード・ベース・ジャンベ（アフリカの太鼓）を

使っている団体です。高齢者施設、学校等訪問演奏、お祭りやお祝いの席

その場にあった演奏とトークをお届けしてくださいます。 

 

 

292 とこなつ音楽クラブ  

第二の人生の活力を求め、仲間づくりを目指し、音楽演奏活動（バンド）を行う

団体です。地域のイベントやお祭り、福祉施設の訪問演奏活動、自主コンサート

開催などを行っています。 

 

301 遊友会・南京玉すだれ  

南京玉すだれの文化財継承・一般への普及とボランティア活動を目的とし

ています。・各種イベントの参加、障がい者・高齢者施設への慰問活動を

行っています。 
 

306 ちゃ組    

 

「お年寄りの方々にバンド演奏を楽しんでいただく」と同時に「ボランティアとしてのバンド活動を通じ

て、人を繋ぎ、笑顔を紡ぐ」ことを目指し活動を行っています 

お庭ライブ（松戸市主催結婚記念パーティー等、イベント参加）といった屋外での演奏も対応しています。 

307 音楽グループ かたつむり 
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バンド演奏をする団体。市内の福祉施設を中心に皆様といっしょに歌う活動を行っています。 

308 我孫子河童太鼓 

 

和太鼓の演奏を通じて、和太鼓の楽しさを知ってもらい、参加してくれて

る人達の親睦を深め、地域活性化へと繋がって行くことを願って活動を続

けています。 

 

310 ベジガールズ 

 

全世代の方が、「健康で笑顔あふれる私」を実現するために、皆さんの「笑顔」と「体力づくり」を応援し

ます。医療用バランスボールを使用した運動支援や健康促進イベント、健康講座等を開催しています。 

315 白いとり 

 

高齢者施設を中心に、歌や踊りの公演をしています。 

 

 

318 健康養生ストレッチの会 

 

養生ストレッチ（高齢者向け）や日常の身体の使い方や眠れない時の為のストレッチ法を指導してくれ

る団体です。 

 

319 踊る歌う（元気会）４３ 
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皆で踊れる花笠、ギター演奏、鳴子踊り、マジック、フラダンスの公演をしてくださる団体です 

322 マジックサークル４３ 

 

マジックの公演をしてくださる団体です。 

328 アンサンブルフローラ 

 

長寿大学 OB のコーラスグループです。 

 

 

 

 

  

お問合せ ボランティア市民活動相談窓口 て・と・り・あ 

〒270-1152 我孫子市寿 2-27-41  

TEL ： 04-7185-5233  FAX ： 04-7185-5243  メール：  avc@abiko-

shakyo.com 


