
山口県文化連盟加盟団体一覧

番
号

区分 団体名 代表者名 事務局長名 創立年月 団体数 会員数

1 市 下関市文化連合会 五十嵐 美紀子 長田　雅江 平成23年4月 160 約15,000

2 宇部文化連盟 松本　百合雄 真鍋　信也 昭和33年2月 70 4,700

3 山口文化協会 松原　　清 山崎　里恵 昭和44年3月 64 2,116

4 萩市文化協会 有冨　美子 藤井　從寛 平成18年9月 38 約1,600

5 防府市文化協会 岡本　早智子 岡﨑　久美子 平成10年10月 145
約
9,500

6 下松市文化協会 福永　城医 引頭　康行 昭和26年11月 54 約1,400

7 岩国市文化協会 安東　榮一 石井　寿浩 昭和28年3月 91 3,942

8 光文化協会 南　芳城 川津　荘山 平成17年5月 60

9 長門文化協会 江原　健二 上田　富夫 平成8年8月 44 132

10 柳井文化連盟 西原　光治 山本　直邦 平成12月7月 34 約1,200

11 美祢市文化協会 松原　良子 山中　佳子 平成25月3月 78 1,243

12 周南文化協会 西﨑　博史 掛川　潔 平成16年6月 154 1,873

13 山陽小野田市文化協会 西村　公一 比嘉　朝康 平成17月3月 146 368

14 町 和木町文化協会 松本　康夫 田中　雅彦 平成4年3月 57 700

15 由宇文化協会 海礒　弘志 大川　眞智江 昭和58年4月 38 350

16 玖珂町文化協会 野村　憲一 村岡　啓子 昭和63年4月 34 536

17 周東文化協会 中部　康典 玉本　洋児 平成20年4月 1 450

18 錦町文化協会 廣兼　文明 光貞　正明 平成元年11月 40 180

19 美和町文化協会 竹川　淳美 吉村　　勝 平成10年2月 26 167

20 平生町文化協会 吉浦　昭典 大江　正一 昭和43年12月 10 150

21 徳地文化協会 池田　大乗 － 昭和48年4月 14 110

22 おごおり文化協会 津田　隆 森永　友世志 平成12年9月 16 331

23 阿知須文化協会 西村　久美子 井上　憲二 昭和55年9月 30 527

24 豊浦文化協会 安田　和正 林　真理子 昭和54年4月 15 150

25 三隅文化団体連絡協議会 木村　　操 山下　眞之 昭和56年6月 25 約250

26 油谷の文化を高める会 廣田　隆男 中川　美智子 昭和49年4月 22 300

27 阿東文化協会 山田　　良 山田　一夫 昭和58年7月 15 200

28 分野別 山口県いけばな作家協会 上村　豊裕 上村　豊裕 平成6年1月 14 90

29 山口県演劇協会 藤谷　光信 田村　順玄 昭和30年代後半 3

30 山口県音楽協会 末廣　正巳 田中　照通 昭和48年4月 140

31 山口県歌人協会 長尾　健彦 瀬戸内　光 昭和39年4月 90 300

32 山口県合唱団 中島　俊泰 原田　靖裕 平成元年4月 55

33 山口県合唱連盟 有冨　美子 桑原　智恵 昭和20年12月 55 約1,200

34 山口県管楽アンサンブル連盟 芝口　英夫 藤田　隆行 平成18年 190

35 山口県交響楽団 岡田　実 桑原　洋一 昭和30年5月 1 110

36 （一社）山口県書道連盟 佐伯　喜誠 堀山　貴子 昭和62年10月 1 279

37 山口県詩人懇話会 秋吉　康 秋吉　康 昭和39年12月 60

38 山口県ジャズダンス振興会 緒方　明子 緒方　明子 平成15年7月 4 300

39 山口県吹奏楽連盟 松浦　美彦 藤田　隆行 昭和33年 190

40 山口県川柳協会 大場　孔晶 田中　孝子 昭和58年4月 10 約300

41 山口県ダンス連盟 安田　羊佑 安田　有佐 昭和44年4月 55

42
公益社団法人日本舞踊協会
山口県支部

藤間勘三津 藤間勘津代 平成12年11月 31 92

43 山口県俳句作家協会 河村　正浩 吉次　　薫 昭和47年11月 1 522

44 山口県母の合唱連盟 （田中　敏夫） 小杉　文子 昭和43年6月 12 219

45 山口県ハーモニカクラブ 藤井　　巌 吉本　小百合 平成17年4月 70

46 山口県邦楽連盟 宮本　歌千穂 兼重　歌智穂 昭和45年4月 19 約1,000

47 山口県マーチングバンド連盟 藤本　博途 藤田　隆行 平成16年 190

48 山口県民謡連盟 中藤　逸開 徳本　喜美恵 昭和35年 3 20

49 山口県洋舞連盟 広田　早苗 吉村　涼子 平成15年6月 9 約250

50 やまぐち連句会 中本　裕子 中本　蒼水 平成16年7月 4 30

51 山口県和太鼓連盟 野村　浩昭 吉屋　康男 平成9年12月 9 140

52 教育 山口県高等学校文化連盟 大村　勇 西村　正浩 昭和62年4月 81 81

53 山口県中学校文化連盟 松田　和寛 竹安　昭博 平成17年5月 152 32,256

54 山口県音楽教育連盟 松田　和寛 石田　千陽 昭和21年 73

55
山口県小学校管楽器教育研
究会

久保田　尚 古谷　賢司 平成3年10月 15

56 財団 （公財）下関市文化振興財団 佐伯　和也 宇野　隆二 平成10年4月

57 （公財）山口市文化振興財団 中野　　勉 斉藤　由紀江 平成8年3月

58 （公財）防府市文化振興財団 杉山　一茂 小阪　一人 平成10年3月

59 （公財）下松市文化振興財団 原田　雄次 坂田　祐次 平成5年2月

60
（公財）岩国市文化芸術振興
財団

白木　勲 野村　浩昭 昭和59年3月

61 （公財）長門市文化振興財団 大谷　恒雄 上田　富夫 平成11年9月

62 （公財）周南市文化振興財団 藤井　律子 西村　達也 昭和56年10月 2,277

山口県文化連盟（正会員）


