
 

          ふるさと塾 賛同団体一覧（令和 4年 3月 31日現在 302団体） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

庄内地区 71 

三川町 （4） 

フェスティバルざっこしめ  
東郷小学校 横山小学校伝承クラブ 
わくわく体験塾 

庄内町 (8) 

西袋獅子踊保存会 
跡神楽保存会 
吉岡・生三獅子舞保存会 
キッズ☆わだいこ 
 あまるめ飛龍太鼓ジュニアチーム 
西野神楽保存会 
清川塞の神保存会 
古関民俗芸能保存会 
余目第二小学校庄内おばこクラブ 

遊佐町 (13) 

内ノ目おかめ神楽保存会  

横町神代神楽保存会   

杉沢比山連中  蕨岡小学校比山体操   

蕨岡延年の舞保存会 吹浦祭協賛会 

吹浦小学校鳥海太鼓  

遊佐とんぴんかだりの会 

遊佐小学校（諏訪部権三郎氏記念会） 

藤崎小学校①②③  みわの会 

 

 

 

山形県老人クラブ連合会   おいしい山形の食と文化を考える会    NPO 法人 yamagata1 

だがしや楽校・だがしや倶楽部  置賜社会教育振興会  スポネットおきたま  

山形紙芝居研究会  山形県現代俳句協会  山形箏曲彩音会 広域 9 

鶴岡市 (21) 

山五十川古典芸能保存会 

文殊太鼓保存会  

東栄小学校東栄地区活動センター 

岩ゆり太鼓愛好会   

関川しな織協同組合 かたばみ太鼓 

大山祭奴振保存会   

槙代芸能保存会 大網子ども大黒舞 

「森の人」講座実行委員会 

山形県立鶴岡中央高等学校天魄太鼓部 

念珠関辨天太鼓創成会 

羽黒太鼓こどもクラブ   

丸岡桐箱踊等保存会   

櫛引東小学校  田川民話の会 

少年少女古典素読教室 

西荒川子供獅子舞保存会 

大山いざや巻保存会「キッズ華の会」 

藤島児童館和太鼓教室稲魂太鼓 

加茂春日神社獅子舞保存会   

 

酒田市 (25) 

黒森歌舞伎  松山能伝承団体「松諷社」 

年中行事でごぐり百万遍念仏 

酒田ばやし保存会 宮野浦神楽保存会 

楢橋神代神楽保存会 

鵜渡川原人形伝承の会 

万里の松原に親しむ会 

松山子ども狂言の会 

浜田小学校北前太鼓クラブ 

松原小学校  十坂小学校     

広野小学校出羽人形芝居クラブ 

中平田子供神楽  かたりべ玉てばこ 

大沢太鼓保存会  八幡よみきかせ隊 

琢成小学校ＰＴＡビオトープ委員会 

黒森少年歌舞伎・少年太鼓 

地見っ子ふれあい協議会 

亀ケ崎小学校鵜渡川原人形クラブ 

落野目神代神楽保存会 
新町稲荷神社獅子舞保存会 
公益財団法人庄内能楽館 

NPO法人ひらた里山の会 

 
置賜地区 67 

米沢市 (11） 

六郷豊饒太鼓推進委員会 

敬師太鼓推進委員会  山上学話会 

米沢とんと昔の会  綱木獅子踊り 

万世梓山子ども獅子踊り 

南原小学校 伝国の杜こども狂言クラブ 

おいたま草木塔の会   

米澤前田慶次の会 

米沢市立三沢東部小学校 
南陽市 (13) 

民話会ゆうづる    夕鶴の里 

赤湯温泉暴れ獅子太鼓振興会   

赤湯温泉暴れ獅子太鼓振興会 

赤小太鼓クラブ 

赤湯温泉暴れ獅子太鼓振興会赤中太鼓 

宮内小学校   夕鶴の里友の会 

金山地区だんご下げ保存会 

おりはた川をきれいにする会 

鍋田念仏講保存会  沖郷小学校 

漆山小学校  荻小学校 

長井市 (12) 

致芳地区文化振興会 

ＮＰＯ法人日本けん玉協会長井支部 

食文化を守る会  伊佐沢小学校 

伊佐沢地区老人クラブ連合会 

長井黒獅子研究会 

豊田少年少女河井獅子踊り 

平野小学校平小獅子踊り 

少年少女五十川獅子踊り 

昔語りの会長井小町の会 

長井まちづくりＮＰＯセンター 

平野昔語りの会 

 高畠町 (8) 

まほろば語り部の会 

二井宿語り部の会 

安久津文化財保存会 

やまびこ太鼓保存会 

たかはた地区語り部の会 

山形ふるさと塾高畠町実行委員会 

高畠町立二井宿小学校 

最上川湊太鼓連 

川西町 (6) 

チョウセンアカシジミを守る会・川西町 

川西小松豊年獅子踊保存会  

里山と下小松古墳群を守る会 

川西昔ばなしの会  犬川小昔がたり 

川西町立大塚小学校 

 

新庄市 (6) 
新庄民話の会 

隠明寺凧保存会 

萩野鹿子踊保存会 

仁田山鹿子踊保存会 

新庄東山焼 

新庄亀綾織伝承協会 

白鷹町 (8) 
荒砥地区子獅子育成保存会 

八乙女の舞保存会 

鮎貝七五三獅子舞子獅子連 

鮎貝語り部クラブ 

萩野子獅子保存会 

蚕桑地区蚕飼育指導者会 

鮎貝地区児童神楽保存会 

白鷹町指定無形民俗文化財 

 高玉芝居 高栄会 

 

小国町 (4) 

古田歌舞伎保存会  おぐに盆踊り保存会 

おぐに話部ゆるり座 山遊亭金太郎子ども落語教室 

飯豊町 (5) 
東部地区高砂会 
いいで昔語りの会 
中獅子踊り保存会 
椿念仏踊り保存会 
萩生諏訪神社荒獅子祭り保存会 

 

真室川町 (11) 
平枝番楽保存会 

釜淵番楽保存会 

釜渕囃子保存会 

八敷代番楽保存会 

川ノ内囃子保存会 

及位の童歌保存会 

安楽城の童唄保存会 

真室川ふるさとクラブ 

甑山探究会 

梅の里太鼓保存会 

真室川音頭保存会 

 

金山町 (6) 

有屋少年番楽  谷口銀山史跡保存会 

稲沢番楽保存会  安沢歌舞伎保存会   

明安子ども歌舞伎伝承会 

柳原番楽保存会 

最上町 (7) 

東法田田植え舞保存会 

瀬見温泉伝統芸能保存会太鼓部会 

富山観音太鼓保存会 

志茂春馬保存会 とんと昔この会 

山と川の学校 

最上町ワラ細工民芸品保存会わらじの会 

舟形町 (5) 

堀内田植踊り保存会 

羽前の国ふながた猿羽根太鼓保存会 

幅神楽保存会  長沢子ども遊々塾 

舟形老人クラブ 

鮭川村 (7) 

鮭川歌舞伎保存会  羽根沢節保存会 

清流さけがわ太鼓 

段の下田植え踊り保存会 

鮭川村食生活改善推進協議会 

鮭川村サーモンロードの会 

鮭川村自然保護委員会 

 戸沢村 (8) 

真柄みこし会  北の妙創郷大学  

蔵岡ふるさと塾      

角川ふるさと委員会  乙夜塾 

角川太鼓を育てる会 

田舎体験塾つのかわの里 

和太鼓さみだれ 

大蔵村 (3)  

大蔵太鼓保存会 

大蔵村青少年育成村民会議 

（おおくら葉山塾） 

合海田植え踊り保存会 

 山形市 (14) 
山形県花笠協議会 大曽根餅つき保存会 

山形昔語りの会  紙ふうせんの会 

蔵王芸能保存会蔵王半郷松尾囃子 

滝山っ子クラブ  山形五堰の流れを考える会 

フラワーキッズ日本伝統文化おもしろこども教室 

山形市立鈴川小学校山家田植え踊り 

山形花笠伝承会たから連 楯山小ふるさと学習 

出羽もがみべにばなの会 東沢ホタルの会 

山寺べにばなクラブ 

 

上山市 (13) 

上山藩鼓笛楽保存会 スプーンの会 

とんと昔上山会   遊学楢下塾 

羽州街道「楢下宿」研究会  

月岡神社甲冑隊保存会少年甲冑隊 

秋葉山のヒメサユリをふやそう会 

高松観音お年越裸餅搗行事保存会 

西山ホタル保存会  

「市民のためのコンサート」実行委員会 

楢下宿とっくり踊り保存会 

金生田植踊り保存会 

上山市民俗行事「加勢鳥」保存会 

 

天童市 (7) 
天童南部小学校  天童妙見太鼓保存会 

高擶小学校高擶子ども獅子踊り 

津山の自然を守る会  老野森囃子座保存会 
寺津地区子ども会（瑞元太鼓クラブ） 
天童市立津山小学校「湯の上太鼓」上貫津村雲龍神太鼓流 
 

寒河江市 (5) 

金谷田植踊り保存会  

清助新田大黒舞保存会 

日本民謡協会山形紅謡会支部三味線照美会 

幸生小学校郷土クラブ 

日和田弥重郎花笠田植踊 

 

 

中山町 (3) 

お香を楽しむ会    

中山昔語りの会 

八坂神社倭舞教室 

 

山辺町 (1) 
大蕨座を愛する会 

 

河北町 (6) 

河北べにの里昔語りの会   

押切田植踊り保存会 北谷地地区老人クラブ連合会  中部小豆奴  

巴会  ＮＰＯ法人河北まちづくりネットワークひまわり  

東根市 (14) 

桜桃元気太鼓   

東根民話の会 

関山囃子座保存会 

長瀞猪子踊保存会 

長瀞猪子踊クラブ 

小田島田植踊保存会 

小田島田植踊子供伝承会 

藤助新田菖蒲叩き保存会 

Look for 伝承文化実行委員会 

東根の歴史と民俗を探る会  

田迫焼保存会 伝統食文化保存会 

長瀞七階節踊保存会 

動く七夕ちょうちんづくり保存会 

尾花沢市 (24)  尾花沢まつりばやし保存会 

宮沢翁塾     牛房野川のホタルを守る会 

延沢城跡保存会  名木沢豊年田植え踊り教室 

尾花沢花笠太鼓  名木沢流花笠踊り保存会 

寺内野尻太鼓教室  上の畑焼陶芸センター 

荻越拓魂太鼓教室  上町流花笠踊り保存会 

野黒沢義経太鼓教室 寺内流花笠踊り保存会 

原田流花笠踊り保存会 野辺沢霧山太鼓保存会 

安久戸流花笠踊り保存会 福原ふるさと塾 

福原ふるさと歴史保存会 尾花沢子供舞踊さ～くる 

尾花沢市花笠踊りお披露目隊 尾花沢雅楽保存会 

影絵サークル「どんびんすかんこ」 

尾花沢市むかしを語る会「いろり」 

荻袋村づくり推進協議会 

 

 

   

   

 

 

 

村山市 (6) 

山ノ内太鼓保存会 

稲下鹿子踊保存会 

むらやま昔語りの会 

杉島諏訪太鼓保存会 

楯岡小学校居合道クラブ 

冨本小学校大黒舞 

 

大石田町 (2)  

川前地区ギフチョウ・ 

ヒメギフチョウ保護会 

雪国鷹巣太鼓保存会 

 

 

西川町 (3) 

西川とんと昔の会 

どんびんさんすけ 

間沢田植え踊り子供クラブ 

 

朝日町 (2) 

八ッ沼角田流獅子踊り保存会 

豊龍神社祭礼実行委員会 

大江町 (2) 

御免町囃子座保存会 

大江町歴史民俗資料館サポーター 

 

 

村山地区 102 

最上地区 53 

 

「ふるさと塾」を県民運動として盛り上げるために 
賛同団体を広く募集しています。 

 


