
仙臺すずめ踊り連盟　会員名簿 五十音順　　2022/6/20　現在

２０２２．6．17 更新

練習回数 会費 踊り手人数 お囃子人数 計 成立ち等 新規入会条件 ホームページ等　URL

1 祭連会員 愛踊☆一番星 2021 12 不定期 6 0 6 合同会社バロンドール

2 祭連会員 天晴！赤鞘組 2013 7 月2回 仙台市内全域

年会費3,500円

（中学生以下

無料）

23 18 41
25年前からすずめ踊りをしていた人達が、もっと気楽に参
加出来る祭連を目指して作りました。

賞を目指さない、過度に活動しないことに
同意される方。

https://www.instagram.com/aprak

azaya
受託可 メンバーが集まれる余裕がある時

3 祭連会員 姐組 2007 11 月４回 仙台市青葉区 年会費１０,００
０円前後

34 23 57 宮城大学娘すずめ。のOG会として発足 宮城大学卒業生とその友人・家族など https://www.facebook.com/anegumi 受託不可

4 祭連会員 愛子すずめ会 1995 9 月４回 仙台市青葉区 月1,000円 10 12 22
老若男女問わずアットホームに和気あいあいと活動して
います。

特にありません。どなたでも大歓迎!! 受託可

5 祭連会員 五六八祭連 1988 不定期 仙台市青葉区 １世帯 年4,000
円

23 15 38 クラシックバレエ経験者とその家族で発足した祭連です。 本会会員からの推薦 受託不可

6 祭連会員 岩切かむり会 2001 月４回 仙台市宮城野区 大人1,000円
子供500円

26 22 48
町内会の運動会ですずめ踊りをやってみよう！から始ま
り、そのメンバーがそのまま祭連になり発足。

元気とやる気のある方大歓迎です。
https://www.facebook.com/iwakiri.

kamurikai/

7 祭連会員 うかれ　榧の木 2008 1 月2回 仙台市宮城野区 仙台市太白区 なし 4
5

（お囃子が
できる人）

5
家族５名のお祭りユニットです。（メンバー全員篠笛の演
奏可能！）

すずめ踊りを始めてみたい方、楽しくお祭り
に参加したい方、お囃子で賑やかに楽しみ
たい方等々

受託可
当祭連だけでは演舞依頼を受諾出来ませ
ん。他の祭連の方々との合同祭連や与力
祭連で。

8 祭連会員 沖野すずめ隊 2005 4 月3～4回 仙台市若林区 1世帯、年会費
12，000円

21 9 30 沖野地区市民まつり実行委員会の1組織として誕生。
お子さんのみ加入の場合、イベント出演な
どの時、保護者が付き添うこと。

受託不可

9 祭連会員 OH囃子来’Sおかわり 2003 1 週2回 仙台市青葉区 年12，000円 40 25 65
１９９８年在仙劇団OH夢来’ｓが一般のお祭りに参加した
い人達を集め、ワークショップとして始めたのがチームの
始まりです。

小学生以上の祭りを愛する方 なし 受託可 なし

10 祭連会員 表小路10 1993 5 月2～３回 仙台市青葉区 年5,000円 20 10 30
青葉まつりに参加するため、太白区役所の祭り好きが集
まったのがそもそもの始まりとか。

初心者歓迎、意欲があってチームワークを
大切にしていただける方で概ね１８歳以上
の方。

https://omotekohji10.wixsite.com/

suzumeodori
受託可 公共的なもの、平日日中は不可、それ以外

もメンバーが揃う時のみ可

11 祭連会員 加茂綱村太鼓 1996 週1回 仙台市泉区 1家族1，000円／月 30
30

（踊りと兼ね
る）

30
踊る創作和太鼓グループです。入会するともれなくすずめ
踊りが付いてきます！

いつでも見学・入会可能。経験不問。入会
金3，000円（DVD付）

FaceBookやっています。YouTubeは
「加茂綱村太鼓」で検索！

受託可 有料です。詳細は直接ご連絡ください。

12 祭連会員 烏 2008 仙台市青葉区 11 6 17 なし 受託不可

13 祭連会員 喜月 2015 3 月３回 仙台市泉区 4 5 9 すずめ踊りをやりたい経験者メンバーで結成した祭連 なし 受託不可

14 祭連会員 誇雀会松涼健人万年青組 1996 4 月2回 仙台市青葉区 3,500円／年 40 9 49
仙台市シルバーセンターで行っている「万年青すずめ踊り
教室」修了生で結成

踊りの好きな方 受託不可

15 祭連会員 さくら 2013 1 なし なし なし 1 0 1 すずめ踊り行事のサポート活動を主体としています。 なし なし 受託可 合同祭連であれば踊り手として参加可能

16 祭連会員 七郷すずめ連 2005 7 週1回 仙台市若林区 大人1,000円　  小
人500円/月

66 29 95
平成１７年、七郷市民センターの「すずめ踊り講座」参加
者で設立

幼稚園年長以上、上限なし。ただし小学校
低学年までは保護者同伴。

なし 受託可 特になし

17 祭連会員 松陵め組 1997 11 月４回 仙台市泉区
年額　大人

4,000円　　　子
ども2,000円

40 17 57
子供の幼稚園時代、父母教師会での催し物ですずめ踊り
を踊ったのがきっかけで結成した地域祭連です。

なし 受託可

18 祭連会員 ◆朱雀 1998 2 不定 市内公共施設 年会費8,000円 24 20 44
雑誌のメンバー募集などで集まった人々を中心に和気あ
いあいと・・・

踊り手・・・中学生～40歳　　　　　　　　囃子
方・・・中学生～50歳

http://suzakuzakuzaku.web.fc2.co

m/
商業目的の行事には出演いたしかねます

19 祭連会員 すずめとれんど 1989 1 月３回 仙台市泉区 大人5,000円
子供3,000円

25 15 40
「みやぎ”知”のとれんど」に参加したメンバーが、「すずめ
踊り普及会」の高橋清博さんの呼びかけで集まったのが
始まりです。

特になし 受託可

20 祭連会員 すずめ連　輝らら 2006 7 週1回 仙台市青葉区 500円／月 8 5 13
青葉まつりに参加することを目標として青葉区愛子周辺
在住者で結成

青葉区愛子付近での練習に参加できる方
（中学生以下は保護者同伴）

なし 受託可 自家用車で移動可能な場所希望

21 祭連会員 杜臺 1997 1 月2回 富谷市
年10,000円　　　（家
族2人から年5,000

円）
21 14 35

少年野球チームの祭好きの保護者で発足、現在も3世代
で活動中。

ありません
http://zunda-

suzume.net/caegory/blog/
受託不可

22 祭連会員 清月記すずめ連 2018 4 ５回 仙台市青葉区 木町通2-2-13 社員のみの為なし 10 10 20 社員のみで構成

23 祭連会員 仙臺阿呍祭連 2001 月2回 仙台市青葉区
年5,000円　（青
葉まつり参加費

込）
22 20 42

高橋Qさんからの呼びかけで結成され、少しずつ祭り好き
が集まりました。

青葉区中心部での夜の練習会に参加出来
る方

【　そ　の　他　】

創設　年・月 練習拠点 演舞依頼対応
番号 区分 祭　連　名

祭連一覧の開示は、「個人情報に関する法令」およびその他の規範を遵守し、事業活動の範囲内で適法かつ公正な手段により行います。また、祭連情報の利用と提供には、厳正な管理のもと細心の注意を払い本人（情報主体）の同意があった場合を除き第三者に開示致しません。
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【　そ　の　他　】

創設　年・月 練習拠点 演舞依頼対応
番号 区分 祭　連　名

24 祭連会員 仙臺粋人『国見雀雀』縁 2000 月２～４回 仙台市青葉区 一家族あたり
1，000円／月

15 10 25 特になし 受託可 仙台市近郊

25 祭連会員 仙臺雀踊壹番組 1987 1 月１回 仙台市青葉区 年間3,000円 35 20 55
一番最初に結成された市民祭連。当時は飲み屋の常連
客が集客。

既存会員の紹介 https://youtu.be/sZZ2SbnQf1c 受託可

26 祭連会員 仙臺すずめ踊り御助隊　雀翁 2011 1 0 1 2 3

当仙臺すずめ踊り御助隊 雀翁は、仙臺すずめ踊り連盟に所属し、
仙台の郷土芸能の１つである、仙臺すずめ踊りの普及・発展を図
るため、仙臺すずめ踊りに係わる諸行事にサポートとして参加する
ものです。

なし 受託不可

27 祭連会員 仙臺紅雀 2000 月４回 仙台市宮城野区 仙台市生涯学習支援センター 600円/月 15 8 23 祭り好きのボランティア仲間が集まりました。 老若男女 なし 受託可

28 祭連会員 仙臺祭人 2016 0回 仙台市青葉区 4,000円 15 10 25 仙台経済団体の有志にて 特になし なし

29 祭連会員 仙千代祭連 2013 2 月1～3回 仙台市青葉区 宮城野区
個人3,500円家
族2名5,000円
3名～+500円

35 15 50
すずめ踊りが伝統芸能となるよう基本を大切にし、祭連と
して実現させたい。

情熱があれば、年齢性別問いません 仙千代FaceBookあります 受託可

30 祭連会員 たごっ子 2008 2 月４回 仙台市宮城野区 田子 月1,000円 10 8 18 田子市民センターのイベントで創設した祭連 特になし 受託可

31 祭連会員 伊達衆『一ノ座』 2013 6 月３回 仙台市泉区 仙台市青葉区 年6,000円 18 11 29
仙台市内・市外を問わず、すずめ踊りが好きな人達が集
まって設立しました。

高校生以上はそれぞれの意志で、中学生
以下は保護者も一緒に入会していただきま
す。

https://www.facebook.com/ichinoz

a
受託可 都合が合えばお受けします。

32 祭連会員 伊達雀 2004 11 月2回 仙台市太白区 年間6,000円 25 15 40 0歳から100歳まで 受託可

33 祭連会員 紐紬雲 2018 7 月2回 仙台市青葉区 入会金2,000円
月会費500円

14 8 22 特になし 受託可

34 祭連会員 翼リターンズ 2000 4 月2回 仙台市青葉区 5，000円/年 40 20 60 1999年「みやぎ創造の翼」に参加したメンバーで結成。 熱い気持ちを持っている人であればOK！ 受託可

35 祭連会員 テクノ・マインド創 2014 8 週１回 仙台市宮城野区 なし 21 19 40
テクノ・マインド（株）創立５０周年事業の一環として創立し
た。

社員のみの祭連です https://www.tmc.co.jp/ 受託可 会社との協議により条件が合えば

36 祭連会員 天之舞月組 1992 2 月2～３回 仙台市太白区 市内市民センター 年会費5,000円
子供2,000円

17 14 31
エアロビのインストラクタ－複数名で祭連が立ち上がりま
した。

新メンバー募集中です
http://www.instagram.com/tennom

aitsukigumi
受託可 特になし・ボランティア演舞可

37 祭連会員 傳播八幡井組雀踊り保存会 1998 11 月2回 仙台市青葉区 八幡コミュニティセンター 6，000円／年 7 4 11

地元八幡、旧石切町の石工、故黒田虎雄氏（黒田石材店
十六代目）によって伝承された演舞を国宝大崎八幡宮へ
の奉納を中心に可能な限り伝播・伝承することを目的に創
設。

左記目的に賛同する方 特になし 受託可 適宜

38 祭連会員 名取雀蓮＆すずめっ子 2010 1 月４回 名取市

中学生まで500
円/月　　高校
生以上1,000円

/月

15 12 27

「下増田すずめっ子名取」と「名取雀蓮」が合体して平成22年に結
成しました。子供も大人も一緒に和気あいあいと練習しています。
踊り、お囃子とも初心者でも大歓迎。感動を味わいたい方募集中。

年齢、性別、住まい問わず。すずめ踊りが
好きな方。

なし 受託可

39 祭連会員 日専連青葉組 2000 12 月3～4回 仙台市青葉区 立町小学校体育館 3,000円/年 27 12 39
1995年「政宗公兜山鉾」による青葉まつり参加に合わせ
発足。現体制は2000年より。

みんなと仲良く参加できる方。 受託可 要相談

40 祭連会員 『ハネコ・はねこ』 2012 4 月2回 仙台市青葉区 大人1,000円/月・
子ども500円/月

16 7 23
ハネコ踊り伝承者（故）黒田虎雄氏の「もう一度、八幡町で
おどりでなー」との意思を受けつぎ、ハネコ踊りの継承を
約束した事で祭連を立ち上げた。

伝承踊りの伝播継承という目的に賛同でき
る方

https://haneko.localinfo.jp 受託可

41 祭連会員 葉°李ゑすずめ組 2016 4 未定 仙台市青葉区 なし 20 0 20 受託不可

42 祭連会員 ひろせすずめっ子 2002 月3回 仙台市青葉区 2,000円 11 5 16 受託可

43 祭連会員 藤崎すずめ連 1987 4 20回 仙台市青葉区 なし 40 10 50
第3回仙台・青葉まつりに当時の新入社員が参加【「新・す
ずめ踊り大賞」優勝】

藤崎の従業員 受託不可

44 祭連会員 風羽里 2011 2 週1～2回 仙台市青葉区 中央市民センター 1,000円/月 14 8 22

すずめ踊りがこれから先も沢山の人に踊り継がれ、仙臺の郷土芸能として浸透していくために、
これまで様々なすずめ踊りの普及活動に携わってきた代表の想いが沢山詰まった祭連です。 楽
しみながらも欲を持って、仲間と一つの物を創り上げる事に一生懸命取り組んでいます。 粋で
かっこ良く、プレイヤーはもちろん、観ているお客様も笑顔になり、記憶に残る… そんな踊りを目
指しています。

風羽里の活動に賛同し、積極的に楽しく練
習やイベントに参加できる方（未経験者歓
迎）

https://huwari-

suzume.sakura.ne.jp/
受託可 特にありませんが、平日の早い時間は難し

いです。

45 祭連会員 舞すずめ 1998 2 週１回 仙台市青葉区 他地下鉄沿線 月会費500円 12 16 28
仙台すずめっこクラブの2期生3期生の卒業生で結成。現
在は仙台市全般から加入。

踊れる年齢になった男女。中学生までは保
護者同伴。高校生からは親の承諾で入会
可能。

受託可

46 祭連会員 松島祭連竹谷舞 2011 6 2回 松島町 200円 35 20 55
震災後、松島町を元気にするため、仙台すずめ踊りを始
めました。

みなさまどなたでもwelcomeです♪ https://matsushimasuzume.jimdofree.com/受託可 現在は活動一時休止中です。

祭連一覧の開示は、「個人情報に関する法令」およびその他の規範を遵守し、事業活動の範囲内で適法かつ公正な手段により行います。また、祭連情報の利用と提供には、厳正な管理のもと細心の注意を払い本人（情報主体）の同意があった場合を除き第三者に開示致しません。
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https://huwari-suzume.sakura.ne.jp/
https://huwari-suzume.sakura.ne.jp/
https://matsushimasuzume.jimdofree.com/
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番号 区分 祭　連　名

47 祭連会員 まつり亜創 2003 12 月2回 仙台市泉区 年会費5,000円 10 10 20 受託可 週末のみ可能

48 祭連会員 祭り向日葵 2004 1 週2回 仙台市泉区 八乙女小学校 年会費3,000円 30 7 37 家族、友人、知人 受託不可

49 祭連会員 まつり宝山 2011 1 4～5回 仙台市太白区
大人4,000円中
学生以下2,000

円
25 25 50

お祭りとすずめ踊りが大好きな仲良し家族で結成し、大人
も子供も一緒に楽しんで活動しています。

お祭りとすずめ踊りが大好きな方
インスタグラム、フェイスブックあり　（更新
不定期）

受託可 新型コロナの状況による

50 祭連会員 まつりめごひめ 1998 年間を通じ、35回前後 仙台市青葉区 中央市民センター他 53 24 77 すずめ踊りを楽しむ為に、結成された仲間の祭連

子どもの単独入会は、青葉まつり時小学校3年生以上
（会員の子どもは年齢制限なし）。踊りは頭の判断によ
る。囃子は、35歳以下。　36～39歳は応相談。現在笛
のみ募集。

https://www.facebook.com/groups

/1478216689093210/
受託可 令和3年は、原則屋外イベントのみ

https://www.instagram.com/senda

i_mego/

 https://twitter.com/Rs72070578S

51 祭連会員 まつり磊磊欅組 2003 6 月２回 仙台市宮城野区 鶴ヶ谷支援学校 1家族2,000円 17 32 49
前進である、お囃子だけで形成されていたおおたみ囃子
連から、平成15年に踊り手を加え欅組と改称したのが始
まり

練習、イベントに楽しく参加できる方

http://ve.cat-

v.ne.jp/yukadon_keaki156/page028

.html

受託可 応相談

52 祭連会員 みやぎの雀 2013 10 月3回～ 仙台市宮城野区
年間２，０００円

練習毎一家族　１０
０円

31 12 43
雀踊りを通して異世代間の交流を図るため祭連を立ち上
げました。

特になし 受託可 子どもも一緒に演舞できる環境なら可能

53 祭連会員 睦屋 2009 9 0回 仙台市青葉区 なし 1 0 1 受託不可

54 祭連会員 杜の風 睦 2013 3 仙台市青葉区 20 15 35
NECソリューションイノベータ株式会社のサークル活動とし
て創立

受託不可

55 祭連会員 杜の紫雀隊 1996 4 週1回 富谷市
大人4,000円
子供2,000円

（年間）
25 16 41 お祭り好きな人たちが集まって発足 和をもって行動ができる方 なし 受託可 依頼内容確認等

56 祭連会員 八木山すずめでござる 2004 12 月2～4回 仙台市太白区 八木山市民センター １家族月５００円 38 26 64
八木山市民センターと八木山児童館の共催講座後、地域
祭連として設立

すずめ踊りが大好きな老若男女どなたでも なし 受託可

57 祭連会員 柳生祭連 2001 3 月４回 仙台市太白区 柳生小学校体育館 月５００円 8 7 15 柳生小学校の親子向け放課後講座として始まった。 土曜日に練習に通って来ることができる 受託可 小規模の場合に応相談

58 祭連会員 大和雀　翔 2007 2 週1回 仙台市若林区 15 12 27

59 祭連会員 夢祭連　粋樂 2008 1 週１回 仙台市太白区 入会金1,000円　月
会費1,000円 23 16 39

「夢を持ち粋に楽しむすずめかな」の思いを込めて有志に
より発足

年齢制限あり（踊り45歳まで　お囃子55歳
まで）その他当会入会資格を満たす人

https://yumesuiraku.web.fc2.com/ 受託可 メンバーが揃えばお引き受けします

60 祭連会員 六郷すずめっこ 2002 12 月4～5回 仙台市若林区 月1，000円
家族割あり

37 18 55 市民センター祭りにすずめ踊りの参加を機に結成
地域に関わらず、老若男女問わず祭りに参
加してみたい方

https://65suzume-hp.com 受託可 土・日のみ

61 祭連会員 六軒丁睦 1999 11 週１回 仙台市青葉区 年8,000円　（半
期ごと）

30 30 60
1999年、東北学院大学出身の仲間たちが企てたお囃子
思考な祭連が原点。２０１９年に結成２０周年を迎え、「若
さ溢れる伊達の粋」をモットーに活動しています。

踊り手は４０歳位までの方。初心者大歓
迎。

http://6kencho.main.jp/ 受託可 コロナ対策をしていること

62 祭連会員 仙臺雀踊り●わ組 2000 1 月4回 亘理町 月2,000円 8 8 16 特になし 受託可

63 祭連会員 笑雀 2013 6 月4回 仙台市青葉区 11 10 21
踊る人も見る人も笑顔になれるようアットホームな祭連を
目指しています。福祉施設の慰問活動をしています。

64 祭連会員 和楽子座 2017 8 毎週金曜日 仙台市青葉区 月1,500円 20 10 30 無 無 受託可 親子祭連です。家族で楽しめる方大歓迎で
す。

0

0

祭連一覧の開示は、「個人情報に関する法令」およびその他の規範を遵守し、事業活動の範囲内で適法かつ公正な手段により行います。また、祭連情報の利用と提供には、厳正な管理のもと細心の注意を払い本人（情報主体）の同意があった場合を除き第三者に開示致しません。
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