
令和４年度　長野市のグループ・サークル　（令和４年４月30日現在）

家庭教育・乳幼児教育

団体・サークル名 活動内容

城山 第二 一休さん 情報交換、読み聞かせ、工作、クリスマス会等

芹田 ○幸（○の中に幸） 親子クッキング、キッズクッキング、食養生を学び実践する場づくり、親子交流

古牧 アンパンマンKid's 自由遊び、工作等

古里 おはなしのふる里 児童センター、福祉施設等の訪問、子育てサロン育成支援

古里 長野北部子ども劇場 鑑賞会、キャンプ、まつり、新聞など発行

浅川 本館 いづみサークル サークル活動（話し合いや調理・工作など）

浅川 本館 ぴっぴ 手あそび、体操、お名前呼び

浅川 本館 新日本婦人の会 親子リズム、手遊び、本の読みきかせ、調理実習他

大豆島 子育てサークルTwinkｌe　Star 英語の歌、外国絵本読み聞かせ、季節の工作

朝陽 本館 親子ビクスサークル 親子体操、エアロビクス、ベビーマッサージ、パラバルーン

安茂里 本館 おはなし紙ふうせん 人形劇、紙芝居の制作、練習

篠ノ井 川柳 ぽけっとひろば 親子で参加、子育てのアイディア等出し合う

篠ノ井 西寺尾 新日本婦人の会篠ノ井支部リズム小組 子育て支援を行う、リズム遊び、育児相談、絵本の読み聞かせ等

松代 本館 おはなしボランティアひまわりの会 絵本の読み聞かせ、語りや紙芝居など伝える

松代 松代 おはなしボランティアひまわりの会 絵本の読み聞かせ、語りや紙芝居など伝える

川中島町 本館 家庭倫理の会長野市　子育てセミナー 子育てセミナー他

川中島町 本館 子どもとつくるミュージカル コミカル 歌・ダンス創作活動

川中島町 中津分館 ぽけっとひろば 講師を依頼し健康相談会、リトミック体験、絵本講習会等

川中島町 中津分館 スマイルキッズ 親子で英語を楽しみながら交流

川中島町 中津分館 家庭倫理の会長野市　子育てセミナー 子育てセミナー他

更北 小島田分館 小島田町子ども会育成会 遊び・運動

豊野 となりのチカラ 子育ての対話

青少年教育

団体・サークル名 活動内容

城山 本館 ボーイスカウト長野第１団カブ隊 活動計画の話し合い

城山 本館 ボーイスカウト長野15団ボーイスカウト隊 野外活動などを通じて青少年の育成を図る

城山　 本館 ガールスカウト長野県第11団
「自己開発」「人とのまじわり」「自然とともに」の三つの柱で活動し様々な体験を通して多くの事を感じ考え学

び力をつける

城山 本館 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ長野第1団ボーイ隊 体験活動

城山 本館 長野中部子ども劇場城山グループ 観劇がより楽しみになるための事前交流(工作やゲームなど)、親同士の情報交換

城山 第二 長野おはなしの会おはなし畑 定期的に勉強会(例会)をし、おはなしの研鑽を積み、より良いおはなしをめざす

城山 第二 長野中部子ども劇場城山グループ 観劇がより楽しみになるための事前交流(工作やゲームなど)、親同士の情報交換

城山　 第二 ガールスカウト長野県第11団
「自己開発」「人とのまじわり」「自然とともに」の三つの柱で活動し様々な体験を通して多くの事を感じ考え学

び力をつける

中部 本館 長野リーダーズクラブ 子どもｷｬﾝﾌﾟの集いへの協力、定例会への参加、凧揚げ教室への協力

中部 本館 反貧困ネット長野 学習支援

芹田 ガールスカウト長野県第４団 野外活動、制作活動、国際活動、奉仕活動

芹田 こま草の会 月1回の例会と電話による相談を受ける　節目で講演会を開催する

古牧 古牧DBC（ドッジボールクラブ） ミーティング、親子レクの実施

古牧 長野中部子ども劇場緑ヶ丘グループ 鑑賞会活動、野外活動、異年齢交流活動などでのこどもの主体的な活動

古牧 長野中部子ども劇場 鑑賞活動及び野外活動などの自主活動

三輪 長野中部子ども劇場　三輪グループ 年齢に合わせたプロの舞台を鑑賞する。異年齢交流する。

古里 古里小学校PTA 古里小学校PTA運営の為の会議、会合勉強会等

古里 ＮＰＯ法人ながのこどもの城いきいきプロジェクト こども広場じゃん・けん・ぽんの運営・災害支援事業等

柳原 長野北部子ども劇場　柳原サークル 子ども劇場

浅川 本館 ボーイスカウト長野第１5団 座学、歌、ゲーム等

大豆島 長野中部子ども劇場　緑ヶ丘グループ 鑑賞会活動・野外活動・こども祭りなど子どもの自主的活動。母同士の子育て相談など。

大豆島 パワフルズ チアダンスの練習　柔軟・筋トレ含む

大豆島 長野中部子ども劇場大豆島グループ 鑑賞会活動・野外活動・こども祭りなど子どもの自主的活動・違年齢交流

大豆島 大豆島ファイターズ 小学生バレーボール

大豆島 長野中部子ども劇場 観賞会、研究会、自主活動、運営のための委員会

大豆島 大豆島ミニバスケットボール 女子 バスケットボールの学習、保護者活動

大豆島 大豆島ミニバスケットボール男子 バスケットボールの練習、学習

大豆島 誠拳会 子どもの空手道の練習

大豆島 まめっ子ダンスクラブ ヒップホップなどのダンスの練習と発表

大豆島 誠拳会父母会 総会、役員会

大豆島 長野市ＰＴＡ連合会東北ブロック 各校PTA活動報告や研修会に向けての打ち合わせ等を行う

大豆島 大豆島ミニバスケットボール保護者会 保護者会活動（ミニバスケット）

若槻 若槻少年剣友会 剣道の稽古

若槻 長野クリスタルバトンキッズ バトンワリングの基礎練習・ストレッチ

若槻 長野クリスタルバトンジュニア バトントワリング振り付け練習

若槻 長野市空手協会一心会 空手道の稽古

安茂里 本館 長野市ＰＴＡ連合会 各委員会活動

安茂里 本館 中部子ども劇場松ヶ丘グループ 工作、子ども主体の話し合いの会など

安茂里 本館 あもはぐ 親子の居場所提供

安茂里 本館 長野中部子ども劇場安茂里グループ 子ども劇場

安茂里 本館 安茂里小学校PTA PTA

安茂里 本館 長野市立裾花中学校PTA PTA

安茂里 本館 裾花中女子バスケ部保護者会 保護者会

安茂里 本館 あもり新体操クラブ 新体操

公民館・

交流センター名

公民館・

交流センター名



安茂里 小市分館 長野中部子ども劇場　安茂里グループ

安茂里 小市分館 中部子ども劇場松ヶ丘グループ 工作、子ども主体の話し合いの会など

篠ノ井 本館 長野南部子ども劇場 生の舞台鑑賞や地域ごとの自主活動、その為の会議等

篠ノ井 川柳 長野南部子ども劇場 演劇、音楽鑑賞、自主活動

篠ノ井 西寺尾 篠ノ井東小学校杵淵東西地区PTA 役員会、地区懇談会

篠ノ井 西寺尾 杵淵北地区PTA 小学校のPTA

松代 清野 長野市立清野小学校　PTA

松代 清野 清野育成会連絡協議会 夏レクの主催と運動部

松代 東条 東条小学校学園会 会議

松代 東条 東条地区子ども会育成連絡協議会 スポーツクラブの推進、子どもフェスティバル開催

松代 東条 松代中学校PTA　東条地区 PTA会議

松代 東条 松代町東条14区育成会 地域内の交流の為の行事

若穂 本館 若穂ソフトボールクラブ ソフトボールクラブ活動

若穂 本館 若穂剣道育成会 剣道の練習・体力づくり

若穂 本館 若穂JVC ルール勉強会

若穂 本館 若穂中学校卓球クラブ 卓球練習

若穂 本館 清剣 剣道の稽古

若穂 本館 若穂ジュニア卓球スポーツ少年団 卓球

若穂 綿内分館 綿内育成会　 会議（球技大会、書き初め大会等）

若穂 川田分館 川田地区子ども会育成連絡協議会 諸事業の運営および打ち合わせ

川中島町 本館 ガールスカウト長野県第41団 自然と共に人との交わり自己開発としての体験活動をする

川中島町 本館 長野南部子ども劇場 プロによる演劇、音楽などの生の舞台鑑賞活動、地域ごとのおたのしみ会やキャンプ等、そのための打ち合わせ

川中島町 中津分館 ガールスカウト長野県第41団 自然と共に人との交わり自己開発としての体験活動をする

川中島町 中津分館 長野南部子ども劇場 プロによる演劇、音楽などの生の舞台鑑賞活動、地域ごとのおたのしみ会やキャンプ等、そのための打ち合わせ

川中島町 中津分館 フライングキッズ 異年齢集団での交流、学び

川中島町 御厨分館 子どもとつくるミュージカル「コミカル」 ミュージカル練習

更北 本館 TOSS長野 授業研究、情報交換

更北 本館 青木島子ども会育成会 健全育成の為の話し合い

更北 本館 長野南部子ども劇場 ①プロによる演劇、音楽等生の舞台鑑賞活動　②地域ごとの自主活動　③①や②のための会議等

更北 稲里分館 長野南部子ども劇場 ①プロによる演劇、音楽等生の舞台鑑賞　②地域ごとの自主活動　③①や②のための会議等

更北 小島田分館 長野南部子ども劇場 ①プロによる演劇や音楽など生の舞台鑑賞　②地域ごとの自主活動　③ ①②のための会議等

七二会 七二会小中学校ＰＴＡ 会員の学びを促進し、児童生徒の健やかな成長に関わる事業を行う

信更 本館 信更の学校を考える会 話し合い・学校ボランティア

信更 本館 信更☆子ども夢太鼓 町内での演奏活動、技術向上の為の練習

信更 本館 信更キッズ英語クラブ

豊野 長野北部子ども劇場　豊野サークル クリスマスや話し合い、遊びなど

信州新町 本館 信州新町保育園保護者会 保育園保護者会

女性教育

団体・サークル名 活動内容

吉田 長野友の会 月定例会(衣・食・住、家計の勉強会)　子育てサークルの手伝い等

篠ノ井 塩崎 新日本婦人の会　篠ノ井支部 学習・交流・文化活動(折り紙、ドライフラワー、料理)

若穂 本館 グリーン長野農業協同組合女性部若穂総支部 料理講習・手芸講習・若穂病院ボランティア・ＪＡ行事への協力等

若穂 綿内分館 グリーン長野農業協同組合女性部若穂総支部 料理講習・手芸講習・若穂病院ボランティア・ＪＡ行事への協力等

若穂 川田分館 グリーン長野農業協同組合女性部若穂総支部 料理講習・手芸講習・若穂病院ボランティア・ＪＡ行事への協力等

若穂 保科分館 グリーン長野農業協同組合女性部若穂総支部 料理講習・手芸講習・若穂病院ボランティア・ＪＡ行事への協力等

大岡 大岡レインボー 会議

高齢者教育

団体・サークル名 活動内容

古牧 ながの男の脳喝倶楽部 社会知見（史跡・企業見学）・料理講座・福祉ボランティア・自己研鑽（社会講座受講・スポーツ・農園他）

古牧 古牧パソコン同好会 パソコン（エクセル・ワード）の学習

古里 古里地区老人クラブ連合会 単位老人クラブ活動を円滑に行い、助言、援助及び意思疎通をはかるため、会議、発表会等を行う多様な活動です

松代 東条 東条老人クラブ連合会 高齢者の生きがい・健康づくり・友愛・奉仕活動など

川中島町 本館 川中島町地区老人クラブ連合会 会員の健康保持と文化教養社会奉仕

更北 小島田分館 小島田PC教室 ワード、エクセル、パワーポイント、インターネットを学ぶ

その他

団体・サークル名 活動内容

大豆島 長野市PTA連合会 目的達成のため研修会の開催

公民館・

交流センター名

公民館・

交流センター名

公民館・

交流センター名


