
茶道 倶知安茶道愛好会

華道 倶知安華道連盟

書道 土筆書道会

書道 白樺書道愛好会

皮工芸 レザークラフト愛好会

写真 全日本写真連盟倶知安支部

写真 北海道写真協会倶知安支部

木彫り 倶知安木彫り愛好会

陶芸 倶知安陶芸愛好会

陶芸 倶知安陶炎会

《《《《工芸工芸工芸工芸》》》》

文学 倶知安啄木会

詩歌 倶知安短歌会

詩歌 倶知安俳句会

《《《《文芸文芸文芸文芸》》》》

民謡 倶知安民謡愛好会

民謡 倶知安正調江差追分民謡会

民謡 倶知安声友民謡会

和楽器 尺八愛好会

和楽器 三絃謡好会

和楽器 大正琴倶知安パラダイス会

和楽器 長唄芙蓉会

洋楽器 羊蹄吹奏楽同好会

詩吟 羊蹄吟友会

詩吟 日本詩吟学院倶知安吟風会

詩吟 北海道詩吟連盟倶知安支部

詩舞吟 聖月流聖江会

詩舞 吟剣詩舞研究会

詩舞 夢想流日本吟剣武道会

詩舞 八千穂流倶知安研究会

カラオケ からおけメイツ

カラオケ くっちゃんナツメロ会

カラオケ カラオケさくら会

カラオケ えぞふじカラオケ愛好会

カラオケ くっちゃんじゃがカラオケ愛好会

カラオケ 芸能ボランティア希望（のぞみ）

カラオケ 羊蹄歌謡クラブ

合唱 えぞふじ合唱団

《《《《音楽音楽音楽音楽》》》》

郷土芸能 倶知安芸能赤十字奉仕団

郷土芸能 倶知安町赤坂奴保存会

郷土芸能 くっちゃん羊蹄太鼓保存会

郷土芸能 くっちゃん郷土盆踊り同好会

郷土芸能 くっちゃん阿波衆の会阿波踊りの会

《《《《郷土郷土郷土郷土》》》》手芸 ちぎり絵サークル

衣生活 倶知安美装会（着付け）

園芸 倶知安ばら会

娯楽 倶知安映画鑑賞会

娯楽 マジックサークル（手品）

娯楽 えぞふじハムクラブ（無線）

娯楽 羊蹄ニセコシニアネット（パソコン）

《《《《趣味趣味趣味趣味》》》》

邦舞 倶知安舞踊愛好会

邦舞 アカシア舞踊会

邦舞 藤間流扇和会

邦舞 花柳流紫扇会

邦舞 琴舞喜会

邦舞 中山流鶴見会

邦舞 百踊会

邦舞 泉流祥の会

邦舞 風張好久の会

ダンス 倶知安町社交ダンス愛好会

ダンス エレガントダンスサークル

ダンス 倶知安カトレアダンスサークル

ダンス ＰＦＣダンスカンパニー

現代舞踊 倶知安フォークダンスサークル

太極拳 倶知安太極拳愛好会

《《《《舞踊舞踊舞踊舞踊》》》》
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特集！ 倶知安町文化協会 

 

文化協会文化協会文化協会文化協会はははは何何何何をするところをするところをするところをするところ？？？？    
 くっちゃんの町には、舞踊の愛好会や趣味のサークルなど、たくさんの活動団体があります。 

このような団体を取りまとめ、より多くの方に文化活動への参加をしてもらうことで倶知安の文化が振興する

ことを目的に倶知安町文化協会が運営されています。 

文化協会では、10 月下旬から 11 月上旬にかけて「総合文化祭」を開催し、加盟団体による発表会や児童生徒

作品展を行うほか、文化活動に功績のある個人・団体への表彰式が行われるなど、町の文化発展のために様々な

活動を行っています。 

設立から今年でなんと 40 周年！ 記念事業としてさまざまな催しが開かれています。 

文化協会文化協会文化協会文化協会にににに加盟加盟加盟加盟しているしているしているしている団体団体団体団体はははは？？？？    
 加盟団体は全部で 63 団体（1,045 名）。趣味や慈善活動のボランティア、各種大会に参加して多くの賞を獲

得している本格的な団体まで、多岐にわたります。どんな団体があるのか、全て紹介します。 

文化協会からのお知らせ 

40 周年記念行事「お楽しみ芸能ショー」が開催されます。 

歌あり、音楽あり、笑いありの２時間半。楽しいこと間違いなし♪ 

皆さん、ぜひ足をお運び下さい！ 

  

と き  平成 23 年９月 28 日（水）  

       開場：午後５時 30 分 

       開演：午後６時 

 ところ  倶知安町文化福祉センター（大ホール） 

 入場料  500 円（中学生以下“無料”） 

この他にも、文化協会に加盟していないサー
クルや団体が公民館などで活動しています。 
 
・フレンズイングリッシュサークル 
・グリとグラの読み聞かせの会 
・ハマナスの会 ・七宝工芸あじさい会 
・アメリカンパッチワークサークル 
・羊蹄押花サークル ・染の会 
・琴和カラオケ愛好会 ・倶知安演歌クラブ 
・瑞穂歌謡倶楽部 ・倶知安バレエサークル 
・ストレッチサークル ・セラピーフラの会 

文化協会に加盟している団体に興味が

ある方や、お楽しみ芸能ショーについ

てのお問い合わせ 
 

 文化協会事務局 22-4151 

（文化福祉センター内） 



 

 

 

 

 

 

 

倶知安町倶知安町倶知安町倶知安町内内内内    秋秋秋秋のののの伝統行事伝統行事伝統行事伝統行事    

金毘羅金毘羅金毘羅金毘羅
こ ん ぴ ら

さんのさんのさんのさんの““““火火火火わたりわたりわたりわたり””””をごをごをごをご存存存存じですかじですかじですかじですか？？？？    

金毘羅さんのお祭りといえば、毎年 10 月９、10、11 日の３

日間にわたって、メルヘン通りにずらりと露店が並ぶイメージを

思い浮かべますが、金毘羅寺ではこの３日間、様々な儀式を行っ

ていることを皆さんはご存じでしょ 

うか。 

 

その中でも本祭である 10 日の 

午後１時からは、境内で健康や諸 

々の願い事を祈願する“火わたり” 

が行われます。この火わたりは道 

内でも数カ所しか行っていないようで、文化的にとても貴重な儀

式です。 

 

どなたでも渡れるようで、渡る際には「金御幣（きんごへい）」

「冠御幣（かんむりごへい）」を身につけます。見るからにとても 

熱そうですが、やけどすることなく 

渡れるようなので、願い事のお祈り 

に渡ってみてはいかがですか？ 

お問い合わせは、金毘羅寺へ 

☆☆☆☆講演会講演会講演会講演会のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ☆☆☆☆    

  みんなでみんなでみんなでみんなで学学学学ぼうぼうぼうぼうシリーズシリーズシリーズシリーズ    秋秋秋秋のののの陣陣陣陣        

    

    

  日 時：9 月 17 日（土）14:00 ～ 16:00 

  場 所：ホテル第一会館 １階 大ホール 

  参加費：無料無料無料無料！！！！どなたでもご参加いただけます 

  内 容：テーマは‘精神科の薬’についてです。 

１部）お薬のユーザー（患者さん）からの体験談 

２部）山口県の吉南病院の 長嶺 敬彦 先生の講演 

「抗精神病薬をシンプルに使いこなすための EXERCISE」 

  司会は、笑い療法士３級の土田正一郎さん（精神科医）が務めます。 

  主 催 NPO 法人ともに   

《お問い合わせ NPO 法人ともに事務局 ２３－２８７２》    

 ６月５日（日）晴天のもと、「なるフォトツアーin くっちゃん」を開催しました。 

そもそも“なるフォト”って何のことかわかりますか？日々の暮らしや何気ない景色に「なるほど！」と、しばしば目を留めたことがあ

ると思いますが、「なるほど！」と感じた場所を収めた写真、これを私たちは「なるフォト」と呼んでいます。 

この「なるフォト」を求めて、参加者 25 名が市街地を４つの地区に分かれ、散策しました。 

 

 参加者が撮影した「なるフォト」（ほんの一部）です。 

～～～～なるなるなるなるフォトツアーフォトツアーフォトツアーフォトツアーのののの第第第第２２２２弾弾弾弾にににに参加参加参加参加しませんかしませんかしませんかしませんか？？？？～～～～    
９月 17 日（土）に「なるフォトツアーin ニセコひらふ地区」を行います。 

今や国際的なリゾート地として変貌を遂げようとしているこの地域は、新しいものと古いもの、外国文化と日本文化…さまざまなものが混ざり合っ

た魅力的なところです。冬になると、スキーなどでスキー場に行くことはあっても、ひらふの街なかを歩いたことはあまりないのでは、と思います。 

散策しながらひらふ地区の「なるほど！」と思える写真を撮ってみませんか？詳しくは別の折り込みチラシをご覧下さい。 

 

 

私たちまちづくり倶楽部、「交流」グループの活動目的の１つに色々なサーク
ル、ボランティア活動に関心がある人達への情報発信を掲げています。人と人
のつながりを増やそうということで、今回「倶知安町文化協会」を特集しまし
た。興味や入会については同協会に問い合わせをしてください。 

次回、それぞれの「会」について、了解をいただいたところをご紹介できれ
ばと思います。また、体育関係についても調べて行こうと打合せをしています。 

町の情報をどんどん集めたいし、載せたいので、皆さんから多くの情報をお
寄せください。 

まちづくり倶楽部には、ほかに「魅力発信」と「育つ育てる」グループもあ
ります。各グループとも悪戦苦闘しており、皆さまから叱咤激励が届いてると
聞いています。広い大きな心で応援してください。 

このような紙面作りに興味のある方参加してみませんか！   座長より 

倶知安倶知安倶知安倶知安まちづくりまちづくりまちづくりまちづくり倶楽部倶楽部倶楽部倶楽部にににに    

やってほしいやってほしいやってほしいやってほしい、、、、考考考考えてほしいことえてほしいことえてほしいことえてほしいこと、、、、活動活動活動活動してほしいことなどをしてほしいことなどをしてほしいことなどをしてほしいことなどを募集募集募集募集！！！！    

参加者参加者参加者参加者もももも募集募集募集募集していますしていますしていますしています！！！！    

《《《《おおおお問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ》》》》    

        事務局事務局事務局事務局（（（（役場企画振興課役場企画振興課役場企画振興課役場企画振興課））））    電話番号電話番号電話番号電話番号（（（（直通直通直通直通））））56565656----8001800180018001    

発見！ 
メルヘン通りに絵があります！ 

みうらお菓子屋さん前 
町基点の由来が書かれています。 

カレンナさん２階 
あれれ？こんなところにドア?? 

足ながっ！ 
豪雪にはこれくらいしないと！ 

なるフォトマップ作成 

 二時間ほどの散策を終えた後は、自分たちが歩いた地域の地図に、撮影した“なるフォト” 

を貼り付け、一口メモなどを添えたオリジナルマップを作り、最後に地域ごとに簡単な発表を 

行いました。 

倶知安町にずっと住んでいる人でも驚くような光景や、歴史をさかのぼってみると「なるほ 

ど！」と分かるものなどを知ることができ、充実したツアーとなりました。 

今回みんなで作ったマップは「ぜひ町民や観光で倶知安町を訪れた人にも知ってもらいたい」 

ということで、じゃが祭りで建築士会屋台の場所をお借りして展示しました。 

今後もスーパーなどでの展示を予定していますので、ぜひ「なるフォトマップ」を見て下さい！

新しい発見がありますよ♪ 

完成したなるフォトマップ 

〒044-0057 倶知安町北７条西１丁目 

    金金金金    毘毘毘毘    羅羅羅羅    寺寺寺寺    
TEL 22-0352（FAX 兼用） 

HP アドレス 

  http://www.konpira.com/konpira 

＜長嶺先生＞ 

「「「「駈駈駈駈けけけけ抜抜抜抜けろけろけろけろ倶知安倶知安倶知安倶知安！」！」！」！」 


