
演芸ボランティア一覧（R2/11/5現在）
ＮＯ 中項目 小項目 形態 資格・ボランティア活動内容詳細等 活動条件・希望等

207 演芸披露 歌 団体・グループ
参加者みんなで歌ったり、踊った
りする活動（歌の披露、ではあり
ません）

その他：水分補給についてご配慮いた
だければありがたい。

307 演芸披露 歌 団体・グループ

歌や踊りの披露。その他、皆で懐
メロの合唱や盆踊り等、観覧者も
一緒に楽しむプログラム有
６０分程度

活動可能日：土日曜日

501 演芸披露 歌 団体・グループ

10名程度による相撲甚句(相撲力
士が巡業の際に披露する唄）の
披露。
30分～45分程度

その他：披露前1時間程度リハーサル
が必要

716 演芸披露 歌 個人 自作歌の披露 要相談

752 演芸披露 歌 個人
合唱（童謡、唱歌等）を一緒に楽
しむ

要相談



824 演芸披露 歌 個人・グループ 唄の披露。 要相談

1251 演芸披露 歌 個人

歌の披露
その他、バルーンアート・竹リズ
ム・玉すだれ等の披露
紙芝居、読み語り、朗読の披露が
可能

交通費：要相談

1395 演芸披露 歌 個人・グループ 出張歌声喫茶の開催 要相談

1501 演芸披露 歌 団体・グループ 海外の方による歌や踊りの披露
その他：調整に時間がかかるため、依
頼は日程に余裕が必要

1592 演芸披露 歌 個人・グループ 懐メロ、演歌披露 要相談

1600 演芸披露 歌 個人・グループ 歌（童謡、歌謡曲、懐メロ）の披露
その他：マイク及びカセットかCDの再
生可能な機材が必要。



1625 演芸披露 歌 団体・グループ
歌の披露。その他、三味線、ギ
ター、踊り、大道芸等の披露も可
能

要相談

1639 演芸披露 歌 個人
カラオケ披露（唱歌、童謡、歌謡
曲、懐メロ）

要相談

1886 演芸披露 歌 個人・グループ
民謡の披露。その他メンバーも参
加可能

要相談

1886 演芸披露 歌 個人・グループ
物真似(三波春夫）の披露
その他メンバーも参加可能

要相談

1838 演芸披露 その他演芸 個人 お花・盆手前 要相談

1957 演芸披露 歌 個人
歌披露
（ウクレレ演奏）

要相談



2213 演芸披露 歌 個人
カラオケ披露
２０～３０分程度

活動可能日：日、水曜日、又はその他
午前中であれば相談可能。
交通費：必要。綾瀬近辺であれば不
要
その他：ＣＤプレイヤー、控室必須。マ
イクがあれば尚可。

2226 演芸披露 歌 個人
歌（歌謡曲、演歌等）の披露
一緒に歌う事も可
６０分程度

活動可能日：火、木、日曜日の午後
その他でも相談可
交通費：あれば尚可
その他：控室、カセットデッキ、一緒に
歌う場合は歌詞カードの印刷を依頼
者にお願いしたい。

2288 演芸披露 歌 個人・グループ

歌の披露、ハーモニカ演奏披露
（童謡、演歌、ロシア民謡）
１０名程度での活動。
３０～６０分程度

活動希望時間：午後

2356 演芸披露 歌 団体・グループ 童謡、唱歌、叙情歌の披露 要相談

2368 演芸披露 歌 個人・グループ
１０名程度の歌の披露（JPOP、民
謡、ゴスペル等）一緒に楽しむこと
も可能。

活動可能日：土曜日
その他：歌詞カードの準備を依頼者に
お願いしたい。ピアノがあれば嬉しい
がなくても、CD器材があれば活動可
能



2377 演芸披露 歌 個人・グループ

歌の披露（昭和歌謡、演歌、童
謡、叙情歌）
45～60分程度
軽く体を動かしたり、一緒に歌う
事も可能
※フラダンスとの共演も相談可

活動可能日：平日（土日祝日の場合
は早めにご依頼いただければ相談可
能）
交通費：支給希望
その他：マイクは持参。アンプはご用
意いただきたい。

216 演芸披露 踊り 団体・グループ ソーラン節の披露 活動可能日：土日祝日

232 演芸披露 踊り 団体・グループ
日舞披露。その他南京玉すだれ
の披露

交通費：必要

257 演芸披露 踊り 団体・グループ フラダンスの披露・体験
交通費：必要
その他：水分補給についてご配慮いた
だければありがたい

307 演芸披露 踊り 団体・グループ

歌や踊りの披露。その他、皆で懐
メロの合唱や盆踊り等、観覧者も
一緒に楽しむプログラム有
６０分程度

活動可能日：土日曜日

821 演芸披露 踊り 団体・グループ よさこいソーラン 要相談



846 演芸披露 踊り 個人・グループ
フラダンスの披露
３０分程度

要相談

851 演芸披露 踊り 団体・グループ フラダンスの披露・体験 交通費：あると尚可

936 演芸披露 踊り 個人・グループ

安木節　かっぽれ、笑福おどりの
披露。
その他、手品、南京玉すだれ、木
遣り歌、詩吟の披露も可能

活動日：月、火、木、金曜日
その他：駐車場があれば尚可
　　　　　活動先の地図希望

1118 演芸披露 踊り 個人・グループ
安木節　どじょうすくい披露
４０分程度

交通費：必要
その他：カセットデッキ必要

1501 演芸披露 踊り 団体・グループ 海外の方による歌や踊りの披露
その他：調整に時間がかかるため、依
頼は日程に余裕が必要

1625 演芸披露 踊り 団体・グループ
踊りの披露。その他、歌の披露。
三味線、ギター、大道芸等の披露
も可能

要相談



2005 演芸披露 踊り 個人・グループ
フラダンスの披露。1～１０名
３０分程度

活動可能曜日：第２・４木曜日、金曜
日以外
その他条件：控室とＣＤデッキ必要

2013 演芸披露 踊り 個人
ジャズダンス披露
６０分程度

要相談

2058 演芸披露 踊り 個人・グループ フラダンスの披露。 要相談

2213 演芸披露 踊り 個人・グループ
日本舞踊・社交ダンス披露
２０～３０分程度

活動可能日：日、水曜日、又はその他
午前中であれば相談可能。
交通費：必要。綾瀬近辺であれば不
要
その他：ＣＤプレイヤー、控室必須。マ
イクがあれば尚可。

2229 演芸披露 踊り 団体・グループ よさこいソーランの披露・体験
活動可能日：土日祝日
その他：更衣室が必要。
25名程度が踊れるスペースが必要

2291 演芸披露 踊り 個人
日本舞踊（古典、新）の披露
併せて朗読（落語、小説、絵本
等）と組み合わせての披露も可能

更衣室必要
出来ればＣＤラジカセの用意をいただ
きたい。
交通費あれば尚可



2300 演芸披露 踊り 団体・グループ ダンスの披露
活動可能日：土曜日（そのほかの日も
相談可能）

2343 演芸披露 踊り 個人・グループ

どじょうすくい披露。その他、のこ
ぎり演奏、手品、玉すだれの披露
が可能。
６０分程度

その他：必ずコンビでの活動。
駐車場必要。
活動日の１カ月半以上前の依頼が必
要。

2376 演芸披露 踊り 団体・グループ フラダンスの披露　体験も可能 交通費：あれば尚可

2387 演芸披露 踊り 個人・グループ ダンスの披露 活動可能日：土日祝日

197 演芸披露 楽器演奏 団体・グループ 大正琴の披露
その他：最寄駅等から遠い場合は送
迎等を希望

219 演芸披露 楽器演奏 団体・グループ ハンドベルの披露・体験 活動可能日：日、祝日を除く



220 演芸披露 楽器演奏 団体・グループ
太鼓の披露・体験
３０分～４５分程度

活動可能日：土日曜日
その他：太鼓を運搬する必要があるた
め、ガソリン代３０００円（３台分）
及び、駐車場３台分のスペースが必
要

581 演芸披露 楽器演奏 個人
二胡による歌の伴奏
演奏披露ではありません。
40～45分程度

その他：歌詞カードの印刷が必要

752 演芸披露 楽器演奏 個人 ピアノ演奏披露。伴奏も可 要相談

763 演芸披露 楽器演奏 個人
三線の披露
玉すだれの披露も可能
４０分程度

要相談

876 演芸披露 楽器演奏 個人・グループ
クラシックギター、マンドリン演奏
披露（懐メロ、童謡、歌謡曲、民謡
等）

要相談

926 演芸披露 楽器演奏 個人
ギター弾き語り（唱歌、演歌、懐メ
ロ等）

その他：活動日の１カ月前には依頼が
必要



947 演芸披露 楽器演奏 個人
ハーモニカの披露
２０分程度

要相談

1072 演芸披露 楽器演奏 個人 ピアノ演奏披露。伴奏も可能
その他：ピアノが必要。キーボードでも
活動可能

1331 演芸披露 楽器演奏 個人・グループ バイオリンの披露 要相談

1419 演芸披露 楽器演奏 個人 ハーモニカの披露 要相談

1426 演芸披露 楽器演奏 個人 ピアノ演奏披露 要相談

1431 演芸披露 楽器演奏 個人・グループ ピアノ、バイオリン伴奏 要相談



1432 演芸披露 楽器演奏 個人・グループ フルート、ウクレレ披露 要相談

1440 演芸披露 楽器演奏 個人・グループ
トランペットの披露
３０分程度

要相談

1590 演芸披露 楽器演奏 個人・グループ
和太鼓、キーボードに合わせて歌
を唄ったり（懐メロ、童謡、叙情歌
等）体を動かしたりする。

要相談

1596 演芸披露 楽器演奏 個人・グループ 三味線の披露 要相談

1615 演芸披露 楽器演奏 団体・グループ
ピアノ・フルート・ウクレレの披露
に合わせて一緒に歌を歌う

活動可能日：ウクレレ～土日祝日のみ　ピア
ノ、フルートは要相談
その他：ピアノがなければ持参可能だが駐車場
が必須
最寄駅から遠い場合は送迎があれば尚可
歌詞カードの印刷は依頼者

1625 演芸披露 楽器演奏 団体・グループ
三味線、ギター等の披露
その他、踊り、歌、大道芸等の披
露も可能

要相談



1649 演芸披露 楽器演奏 個人・グループ
ウクレレ・三味線演奏
３０分程度

要相談

1677 演芸披露 楽器演奏 個人
ピアノ、クラリネット、ハーモニカの
披露

要相談

1723 演芸披露 楽器演奏 個人
ギター、歌の披露（ラテン、ポピュ
ラー、唱歌等）

交通費：必要

1761 演芸披露 楽器演奏 個人・グループ
サックスの演奏（ジャズ）
グループでの活動も相談可

要相談

1773 演芸披露 楽器演奏 個人・グループ
３～６名での二胡の演奏（ジブリ
やディズニー、童謡、季節の歌
等）歌の伴奏も可。

活動可能曜日：土
交通費：必要（区外のメンバーもいる）

1881 演芸披露 楽器演奏 団体・グループ
オカリナ演奏
歌等の伴奏可能

要相談



1886 演芸披露 楽器演奏 個人・グループ 尺八・篠笛の披露 要相談

1957 演芸披露 楽器演奏 個人
ウクレレ演奏
（歌披露）

要相談

1979 演芸披露 楽器演奏 個人
ピアノ演奏披露、キーボードでも
可。

要相談

1993 演芸披露 楽器演奏 個人 ギター、ピアノ演奏披露。
活動可能曜日：要相談
その他条件：ピアノ必要

2208 演芸披露 楽器演奏 個人・グループ
ギター弾き語り（中島みゆき、荒
井ゆみ、坂本九　など）
３０～４０分程度

活動可能曜日：要相談
交通費：あれば尚可

2210 演芸披露 楽器演奏 個人・グループ
クラシックギター伴奏
昭和歌謡、懐メロを一緒に歌う

活動可能曜日：要相談
その他：駐車場必要。
・歌詞カードの印刷。
・映像を映せる場所



2235 演芸披露 楽器演奏 個人

薩摩琵琶の演奏。
６０分程度（２曲程度演奏。楽器
の説明等）
依頼によって曲目の調整が可能

活動可能日：土・日・祝日

2288 演芸披露 楽器演奏 個人・グループ

ハーモニカ演奏披露、歌の披露
（童謡、演歌、ロシア民謡）
１０名程度での活動。
３０～６０分程度

活動希望日：水曜日以外の午後

2304 演芸披露 楽器演奏 個人 大正琴の披露 交通費は不要だが駐車場が必要

2343 演芸披露 楽器演奏 個人・グループ

のこぎり演奏披露。他に手品、ど
じょうすくい、玉すだれの披露が
可能。
６０分程度

その他：必ずコンビでの活動。
駐車場必要。
活動日の１カ月半以上前の依頼が必
要。

2347 演芸披露 楽器演奏 個人・グループ
オカリナ演奏
季節の歌等の伴奏可能
全３０分程度。

歌詞カード（事前に曲名はお伝えしま
す）の印刷が必要

2347 演芸披露 楽器演奏 個人・グループ
オカリナ演奏
季節の歌等の伴奏可能
全３０分程度。

その他：曲名を事前に伝えるので、歌
詞カードの印刷等を依頼者にお願いし
たい。



2352 演芸披露 楽器演奏 個人 トランペットの披露 要相談

2361 演芸披露 楽器演奏 団体・グループ 吹奏楽(高校生）の披露

活動可能日：土曜又は学校長期休み
期間
その他：依頼者に楽器の運搬を希望

2378 演芸披露 楽器演奏 個人
ギターの弾き語り（依頼者の希望
によってジャンルは相談可）

交通費：あれば尚可

2409 演芸披露 楽器演奏 個人
オカリナの演奏（10分程度）
紙芝居・絵本の読み聞かせも可
（30分程度）

その他：竹ノ塚・保木間周辺での活動
を希望

2463 演芸披露 楽器演奏 個人
トランペットの披露
15分程度

その他：控室が必要

648 演芸披露 手品 団体・グループ
手品(ロープ、シルク、コイン、イ
リュージョン等）の披露

交通費：あると尚可
その他：マイク等音響設備が必要
駐車場があること、



759 演芸披露 手品 個人
トランプやコインを用いたテーブル
マジックの披露

要相談

936 演芸披露 手品 個人・グループ

手品の披露。
その他、安木節　かっぽれ、笑福
おどり、南京玉すだれ、詩吟の披
露も可能

活動日：月、火、木、金曜日
その他：駐車場があれば尚可
　　　　　活動先の地図希望

1110 演芸披露 手品 個人・グループ

司会、手品披露。
落語、大神楽、バルーン、腹話術
バイオリニストの仲間とコラボレー
ションも可能。プロとして活躍中

交通費希望

1374 演芸披露 手品 個人・グループ
手品の披露
６０分程度

要相談

1594 演芸披露 手品 個人・グループ
手品の披露
２０分程度

要相談

1746 演芸披露 手品 個人
手品の披露。
その他、腹話術、剣舞、詩吟の披
露が可能

要相談



2034 演芸披露 手品 個人
テーブルマジック（トランプ、リング
等）１０分程度

交通費：必要
その他：遠方地の場合は駐車場が必
要。司会進行は依頼者で行っていた
だきたい。

2219 演芸披露 手品 個人
手品披露
６０分程度

活動可能曜日：要相談
その他条件：駐車場必要
控室とＣＤデッキ、マイク必要

2331 演芸披露 手品 個人
手品の披露。他にジャグリング、
けん玉の披露が可能。
教えることも可能。

出来れば交通費支給希望

2343 演芸披露 手品 個人・グループ

手品の披露。その他、のこぎり演
奏披露、どじょうすくい、玉すだれ
の披露が可能。
６０分程度

その他：必ずコンビでの活動。
駐車場必要。
活動日の１カ月半以上前の依頼が必
要。

2474 演芸披露 手品 個人
マジック(15分）と腹話術(10分）の
披露。

その他：マイク、背もたれのある椅子、
マイクスタンド、控室が必要

1073 演芸披露 落語 個人・グループ
落語の披露。時間によって複数名
で行う事も可能。
１５分～６０分程度

その他：活動日の１カ月以上前の依頼
が必要



1641 演芸披露 落語 個人・グループ
落語の披露。時間によって複数名
で行う事も可能。

活動日：平日　日中

2031 演芸披露 落語 個人・グループ
落語の披露。時間によって複数名
で行う事も可能。

活動可能日：土日祝日又は平日１８時
以降
交通費：支給希望。
その他：台とその上に乗せる座布団が
必要。
ラジカセがあれば尚可。

188 演芸披露 朗読 団体・グループ 朗読会、お話し会の開催 要相談

231 演芸披露 朗読 団体・グループ
絵本の読み語り
その他、手遊び、パネルシア
ター、エプロンシアターが可能

要相談

1245 演芸披露 朗読 個人 要相談 要相談

1251 演芸披露 朗読 個人

朗読の披露
その他：バルーンアート・竹リズ
ム・玉すだれ等の披露
紙芝居、読み語り、歌の披露が可
能

交通費：要相談



2455 演芸披露 朗読 団体・グループ 歌や詩の朗読を披露します。 交通費：あれば尚可

2433 演芸披露 読み聞かせ 個人
読み聞かせ、エプロンシアターの
披露

要相談

214 演芸披露 その他演芸 団体・グループ 布絵本を使ったお話し会 要相談

231 演芸披露 その他演芸 団体・グループ
遊び、パネルシアター、エプロンシ
アターが可能。
その他、絵本の読み語り披露

要相談

2439 演芸披露 朗読 団体・グループ
朗読、紙芝居、替え歌、昭和歌謡
の披露

交通費：必要
※2カ月前に依頼してほしい

232 演芸披露 その他演芸 団体・グループ
南京玉すだれの披露。その他日
舞の披露

交通費：必要



763 演芸披露 その他演芸 個人
玉すだれの披露
三線の披露も可能
４０分程度

要相談

936 演芸披露 その他演芸 個人・グループ

詩吟の披露
その他、安木節　かっぽれ、笑福
おどり手品、南京玉すだれの披露
も可能

活動日：月、火、木、金曜日
その他：駐車場があれば尚可
　　　　　活動先の地図希望

936 演芸披露 その他演芸 個人・グループ

南京玉すだれの披露。
その他、手品、安木節　かっぽ
れ、笑福おどり、詩吟の披露も可
能

活動日：月、火、木、金曜日
その他：駐車場があれば尚可
　　　　　活動先の地図希望

1594 演芸披露 その他演芸 個人・グループ
玉すだれの披露
２０分程度

要相談

1625 演芸披露 その他演芸 団体・グループ

大道芸（玉すだれ、かっぽれ、漫
談等）の披露。
その他、歌、三味線、ギター、踊り
の披露も可能

要相談

2343 演芸披露 その他演芸 個人・グループ

玉すだれ披露。他にのこぎり演奏
手品、どじょうすくいの披露が可
能。
６０分程度

その他：必ずコンビでの活動。
駐車場必要。
活動日の１カ月半以上前の依頼が必
要。



256 演芸披露 その他演芸 団体・グループ 人形劇の披露
活動可能日：土日曜日
その他：荷物の運搬補助希望

936 演芸披露 その他演芸 個人・グループ

獅子舞の披露。
その他、手品、木遣り歌、安木節
かっぽれ、笑福おどり、新舞踊詩
吟の披露も可能

活動日：月、火、木、金曜日
その他：駐車場があれば尚可
　　　　　活動先の地図希望

1017 演芸披露 その他演芸 団体・グループ 祭囃子、獅子舞等の披露 その他：酒席での披露は不可

1056 演芸披露 その他演芸 個人
漫談披露。仲間と共に活動する
事も可能（手品等）。

活動可能曜日：要相談
交通費：あれば尚可
その他：駐車場必要

1251 演芸披露 その他演芸 個人・グループ

バルーンアート・竹リズム・玉すだ
れ等の披露
その他、紙芝居、読み語り、朗
読、歌の披露が可能

交通費：要相談
その他：バルーンアートの場合は依頼
者負担

1268 演芸披露 その他演芸 個人・グループ 琉球空手の披露・体験
交通費支給希望
６畳程度のスペースが必要



1423 演芸披露 その他演芸 個人

ワークショップ（ショ―のパッケー
ジや子ども用のダンス指導や一
緒に楽しむことも可能）　　パント
マイムショ―、子ども用ワーク
ショップで活動可

その他：交通費＋１万円程度の謝礼
が必要。

1593 演芸披露 その他演芸 個人・グループ ガマの油売り口上披露。 要相談

1746 演芸披露 その他演芸 個人
腹話術の披露。
その他、剣舞、詩吟、手品の披露
が可能。

要相談

1746 演芸披露 その他演芸 個人
剣舞の披露
その他、腹話術、詩吟、手品の披
露が可能。

要相談

1746 演芸披露 その他演芸 個人
詩吟の披露。
その他、剣舞、腹話術、手品の披
露が可能。

要相談

1810 演芸披露 その他演芸 団体・グループ 忍者ショーの披露 要相談　交通費が必要



1993 演芸披露 その他演芸 個人 切り絵披露
活動可能曜日：要相談
その他条件：はさみ、用紙等依頼者用
意

2180 演芸披露 その他演芸 団体・グループ

子ども達がお芝居を行う。合間に
歌を一緒に歌ったり、体操を行っ
たりする。
６０分程度

その他：男女其々の控室が必要
ＣＤプレイヤーが必要

2180 演芸披露 その他演芸 個人 ナレーション、司会 要相談

2222 演芸披露 その他演芸 個人
寅さんの物真似（歌、啖呵売）
１０分～１５分程度
バルーンアートも可能

活動可能日：第２、最終日曜日、及び
毎月１０日は活動不可。
交通費：必要。駐車場があれば不要
その他条件：控室と出来ればピンマイ
ク（難しければハンドマイクも可）、ＣＤ
デッキ必要

2222 演芸披露 その他演芸 個人

バルーンアート披露
１０分～１５分程度
寅さんの物真似（歌、啖呵売）も
可能

活動可能日：第２、最終日曜日、及び
毎月１０日は活動不可。
交通費：必要。駐車場があれば不要
その他条件：控室と出来ればピンマイ
ク（難しければハンドマイクも可）、ＣＤ
デッキ必要

2291 演芸披露 その他演芸 個人
朗読（落語、小説、絵本等）の披
露。併せて日本舞踊（古典、新）
の披露も可能

更衣室必要
出来ればＣＤラジカセの用意をいただ
きたい。
交通費あれば尚可



2331 演芸披露 その他演芸 個人
ジャグリング、けん玉の披露。他
に手品の披露も可能。

出来れば交通費支給希望

2337 演芸披露 その他演芸 個人・グループ 障がい者プロレスの披露 要相談

2344 演芸披露 その他演芸 個人・グループ

子ども達によるカンフーアクション
（立ち回り、バク転、板の試し割
等）の披露

活動日：土、日曜日
その他：駐車場あれば尚可。
活動者の子どもの保護者の鑑賞あり


