
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）

絵画

団体・サークル名 活動内容

城山 本館 Mの会 人物による習作学習

城山 本館 絵の会 絵画制作(人物画)

城山 本館 長野美術研究会 人物画の制作（油彩、水彩、パステル画）

城山 本館 遊 絵画制作、公募展への出品、展覧会の開催等

城山 本館 スタジオ白い風 デッサン、日本画を学ぶ

城山 本館 城山美術研究会 モデルを写生し、講師の指導、講評を受ける

城山 本館 (一社)新構造社長野県支部 人物画の制作

城山 本館 デッサン会 デッサン・構図・色彩

城山 本館 カメリア会 日本画についての技術及び学習

芹田 芹田水墨会 水墨画を描くための基本、実習、評価等

古牧 古牧水墨画会 講師による水墨画の基本技法・描法・作品の画評会

吉田 カラーズ 色の楽しさを学ぶ

吉田 テンペラ画 テンペラ画の製作、吉田文化祭の出品

古里 絵画研究会 油絵、水彩画制作、鑑賞、研究をおこなう

浅川 本館 いつき会 日本画の作成

大豆島 楽しい日本画教室 日本画を学ぶ絵画教室

安茂里 本館 北信美術会 美術振興

篠ノ井 本館 カラーズ２１ 風景、静物、人物等の写生

篠ノ井 本館 篠ノ井絵友会 月２回第１．３木曜日に集まり絵画学習及び鑑賞、画展出品

篠ノ井 本館 デッサン会 デッサンや、色彩のやり方

篠ノ井 本館 七翠会 水墨画技術の学習、作品の作成、展示会開催

篠ノ井 共和 篠彩会 絵画作品の会員相互評価会・活動の打合せ会議・作品展示会

松代 東条 吉澤先生の水彩画レッスン 静物画、人物画など室内で実習を行い、講評する

松代 本館 松風会 静物画、風景画など描き、絵の勉強をする

松代 本館 松代美術協会 美術協会展、写生会、役員会等の企画運営と研究会の実施

若穂 本館 絵画クラブ街絵留 絵画学習

更北 本館 長野県水墨画協会北信支部 水墨画の研究・講習・展覧会・会議等の活動

更北 本館 更北絵手紙サークル 仲間作りとそれぞれ思った絵手紙を描く

更北 本館 デッサンと水彩イラストの会 正確な石膏デッサン　水彩画の描き方

更北 本館 更彩会 絵画の描写

豊野 豊野チャーチル会 絵画作品の製作

信州新町 本館 琅鶴会 絵画の学習

工芸・陶芸

団体・サークル名 活動内容

城山 本館 城山陶楽会 陶器の制作

芹田 月曜クラブ 作陶

芹田 北水会陶芸クラブ (1)作陶　(2)芹田公民館主催の諸行事に積極的に参加する。

芹田 木窯会 作陶

芹田 金曜日クラブ 陶芸

芹田 長野ひまわり幼稚園陶芸サークル 陶芸による作品の製作

三輪 木彫りの会 木彫りのデザイン、作品制作及び情報交換等

三輪 木彫ＯＢ会 木彫り制作、鑑賞、木彫りについての情報意見交換

古里 古里木彫り同好会 月に２回位の開催を目標にする

古里 ラタン 籐かご作り

篠ノ井 本館 木彫同好会 木の温もりを感じ、自由奔放に創作活動を続ける。

篠ノ井 本館 五人の会 色々の器を作ったり、教えあったりして楽しむ

篠ノ井 本館 千曲会 陶芸

篠ノ井 本館 陶芸田中クラブ 教養講座休講日に自主研修、制作

松代 本館 栃の実会 松代総合美術展への出品等

更北 本館 更北陶芸クラブ 作陶及びその目的達成のための活動、作陶展の展示等

更北 本館 木彫り同好会 木彫りの修練

更北 稲里分館 植物雑貨工房 生花を自分でドライフラワーに作り季節のインテリアや生活雑貨の製作をする

七二会 楽陶同好会 陶器の作成（土から成形まで）、素焼、施釉、そして本焼きまで

信州新町 本館 新町篆友会 書、文字の歴史や意味、刻りを追究する。

書道・習字

団体・サークル名 活動内容

中部 本館 実用書道の会 同上

中部 本館 書芸クラブ かな（臨池会の検定）漢字・かな・ペン字（全日本書芸文化院の月例）

芹田 杏書会 書道の学習、練習、技術をたかめる

古牧 杏会 書の基本から実作へ練習、発表

古牧 龍眠会 自習学習、発表

吉田 二三会 書道学習と作品作成及び吉田町文化祭への参加

大豆島 書道同好会 書道の練習と作品展出品

若槻 桂の会 書道の練習と作品作り

若槻 書道を楽しむ会 一人一人の進み具合、希望に応じ、漢字・かな・創作を楽しむ

篠ノ井 本館 書道同好会 書道の練習

松代 本館 青雲会 毎回お手本を頂き、先生の説明のあと練習・添削・次週までに各自練習・添削

若穂 本館 若穂かなの会 書道の練習、講師より添削指導を受ける

若穂 本館 麗墨会 書道の練習

川中島町 本館 麗墨会 書道の研鑽と仲間の親睦

川中島町 本館 家庭倫理の会長野市秋津書道会長野支苑 書道芸術、書道テキストを教材に書道の実習を行う

豊野 藤香会 書道のおけいこ、親睦
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音楽

団体・サークル名 活動内容

城山 本館 唱歌と童謡を愛する会　長野支部 唱歌・童謡を楽しく歌う、練習

城山 本館 西長野の会 オカリナの練習

城山 本館 コーロ・ファーチェ 合唱の練習

城山 本館 長野マンドリンクラブ マンドリンの練習

城山 本館 こーる★ず～ コーラスの練習

城山 本館 コールスマイル 練習・トレーニング

城山 本館 長野鈴慕会 研修会、演奏会(毎年定期),ボランティア等

城山 本館 晋山会 尺八の練習

城山 第二 長野正派合奏団 箏の合奏練習

城山 第二 長野市交響楽団 演奏会に向けた定例練習の実施

城山 第二 晋山会 尺八の練習

中部 本館 長野三線の会「銀河」 三線の練習と発表等及びイベント

中部 後町ホール カント・キアラ ルネサンス音楽歌唱、ヴォーカルアンサンブル（教会音楽）唱歌探究

芹田 Lady Luck 歌の練習、軽い体操、合唱

芹田 アンサンブル・レスポワール 市、県主催の演奏会出演他　小学校、施設への音楽ボランティア

芹田 capel1 アカペラの練習

芹田 capel2 アカペラの練習

芹田 capel3 アカペラの練習

芹田 琴王玉ほろほろ会 日頃練習している演目を発表しお楽しみ会を行う　各グループでボランティア活動する

芹田 コール・モア 女声合唱練習

芹田 こーる☆ず～ 合唱の練習

芹田 信州大学グリークラブ 合唱練習

芹田 信州大学混声合唱団 合唱練習

芹田 新婦人の会　わかば班 ハンドベルを学ぶ

芹田 SUONO･CONBRIO 地域文化活動に参加するなど、音楽を通じた事故の鍛錬及び社会活動

芹田 北信合唱連盟 会議・合唱練習(連盟活動に基づくもの)

芹田 長野合唱団

芹田 女声合唱団信州21

古牧 長野市交響楽団 年１回定期演奏会を主催する他、県民コンサート・日赤音楽祭などに参加する。

古牧 韻の会 箏・三絃の合奏練習

古牧 古牧女声コーラス 合唱の練習

三輪 ハンドベルアンサンブルNAGANO 地域の施設で演奏

三輪 北信合唱連盟 会議、合唱練習等

三輪 アミーチ　デル　ベルカント 歌曲、オペラの勉強

三輪 リバーブ　エコーズ 篠笛の練習

三輪 こーる☆ず～ 合唱の練習

三輪 琴友 箏、三絃、尺八の技術向上と舞台発表

三輪 唱歌と童謡を愛する会　三輪支部 毎月1日の定例会で楽しみながら練習を重ね、地域のイベントや会の発表会に参加

三輪 フラオエンコーア 合唱の練習

三輪 コールポコ・ア・ポーコ 合唱の練習

三輪 土の会 公演に向けて研修・練習・話し合い

三輪 長野市民合唱団　コールアカデミー 合唱の練習

三輪 ぎんの鈴 歌声の発声法楽曲の構成、音楽の一般的な教養を学ぶ

三輪 カルテットやなぎ 弦楽合奏、練習、ミーティング

三輪 NAGANO弦楽研究会　室内楽合奏やなぎの弦 弦楽合奏、練習、ミーティング

三輪 民謡三輪会 日本の民謡を唄ったり、三味線で演奏したり、イベント、ボランティア出演

三輪 秀㐂衛会 各種イベント・ボランティア・演奏会の出演

三輪 コーラス　さつき 合唱の練習、福祉施設等へのボランティア

三輪 ビロード 講師の先生のもとに声を出して楽しいひと時

三輪 ローザ　ヴォーチェ 発声・合唱の練習

三輪 混声合唱団　エール コーラスの練習

三輪 ゴールドハーモニー 合唱を練習する

三輪 フリージア 合唱の練習

三輪 女声合唱団コーロ・アニマート 合唱の練習

三輪 カント・キアラ 合唱の練習

三輪 長野県発声研究会 発声に関する講習と実践

三輪 男声合唱団　オルフェオン 合唱練習

三輪 あさち会 合奏練習

三輪 はなみずき コーラスの練習

吉田 長野唱泉会コーラス 月2回の練習、県童唱会フェスティバル・北信交流会に参加、童謡・唱歌研修会に参加

吉田 琴城流大正琴れもんの会 月2回練習と年1回の合同発表会吉田町文化発表会への参加

吉田 はるうらら オカリナを楽しむ

吉田 コール　ハレルヤ 合唱練習・各種発表会への参加

吉田 男声合唱団太陽 月2回の練習、年1回の「さわやか合唱交流会」定期演奏会への参加など

吉田 ハーモニカ同好会 月2回の練習、行事や各施設へのボランティア活動

吉田 景和吟道会 週4回の練習　年1回　交流発表会　北部地区大会　長野岳風会吟道大会　コンクール大会

吉田 なぎさ琴教室 月2回の練習、吉田町文化祭参加

吉田 エンジェルスハープ 月2回レッスン、年一回の発表会、ボランティア、吉田文化祭への参加等

吉田 還の会 楽器(津軽三味線、尺八、オカリナ等)の練習と福祉施設などへのボランティア演奏

吉田 ハーモット 地区の芸能祭やボランティア参加

吉田 睦会 月2回の練習、吉田町文化祭への参加

吉田 音を楽しむ会 月2回の練習

吉田 混声合唱団いぶき 月2回の練習　年1回の合同発表会　門前まち音楽祭への参加など

吉田 COCO.A.ポコ 月2回の練習、2～3ヶ月に一度　施設へのボランティア

吉田 スマイルコーラス 月2回の練習

吉田 二輪草 指を使い頭と心の活性化・地域の皆様と親睦を深め明るい楽しい会にする。

吉田 長野リコーダークラブ リコーダーの練習

吉田 混声合唱団エール 歌を歌うこと

吉田 混声合唱団　エール 歌を歌うこと
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吉田 ハーモニカ倶楽部レインボー ハーモニカの練習

古里 長野市交響楽団 定期演奏会、地域のコンサートへの参加など

古里 アンサンブル　「ソーニョ」 合唱

古里 混声合唱団　エール 合唱の練習

古里 タカオカバンド 金管アンサンブル

古里 マカニハワイアンズ 市町村のイベント、福祉施設慰問、病院でのライブ

古里 マンドリンオーケストラ煌 楽器の練習

古里 さわやかフレンズ 各自が自分の楽器の演奏技術向上を目ざして練習する

古里 長野マンドリンクラブ 定期演奏会、ボランティア活動のための合奏練習

柳原 ウクレレサークル　パームツリー 定期的（月1回）のウクレレの練習

柳原 カントゥータ 民族音楽を楽しむ

柳原 アンサンブル・ソーニョ 合唱

柳原 長野エンジョイ・ハープス 大正琴の演奏・技術向上、発表、福祉施設との交流など

柳原 Hot Blizzard jazz orchestra ビックバンドジャズ　市主催演奏会（無償）への参加　年1回のリサイタル

柳原 柳原うたごえ広場 年4回

浅川 本館 コカリナ遊友会 ボランティアにて各施設への訪問

浅川 本館 ミュージックランド コーラス練習

大豆島 ウクレレサークル　パームツリー ウクレレの演奏・練習

大豆島 うたレレ ウクレレと歌の練習、ボランティア

大豆島 ハーモット 大正琴の演奏、技術の向上と発表（福祉施設等と交流会をする）

大豆島 琴王玉ほろほろ会 大正琴の演奏、技術の向上と発表（福祉施設等と交流会をする）

大豆島 三味線サークル 三味線の演奏(演奏会への参加、福祉施設での音ボラ)

大豆島 長野リコーダーヴィレッジ リコーダーの練習と発表

大豆島 東部邦楽会 和楽器の合奏、練習、演奏会

大豆島 Ｈ・Ｊ・Ｂ（ヒーリング・ジャズ・バンド） ジャズ音楽の練習、イベントへの参加

大豆島 舞響太鼓　雅 和太鼓、篠笛の練習と公演活動

大豆島 北信三曲協会 三曲の演奏、練習と発表、普及の指導

大豆島 夢ジャズオーケストラ 基本的なジャズ演奏の練習が中心、発表会及び積極的な演奏活動の実施

大豆島 サークル８８ ハンドベル、キーボードの練習と発表

大豆島 悠遊琴の会 仲間との練習の集まり（月2回程度）発表。ボランティア活動をする

大豆島 ファミリーバンド　おたまじゃくし 子育て支援センター、デイケア等での演奏活動とその練習

大豆島 アナベル オカリナの演奏、練習と発表

大豆島 Ｓｏｌｅ　e luna 合唱の練習

大豆島 美津音会 津軽三味線の練習

大豆島 安茂里吹奏楽団 吹奏楽の練習、イベントの参加

大豆島 奏楽 サックスの練習とイベント、慰問演奏

大豆島 長野県ハワイアン愛好会 ハワイアンバンドとフラダンスの練習と発表を行う。

大豆島 カメラータ・ナガノ 弦楽器・管楽器の練習

朝陽 本館 こもれびハーモニー 合唱

若槻 フラワーコーラス 合唱練習

若槻 コール・あい 歌を楽しんだり、時に高齢者施設等で歌などのボランティアをする

若槻 森のハーモニー 月2回の練習。コロナが収まったら、発表会に出演したり、ボランティア活動をする。

若槻 ペルル・ドール 週1回の定期練習。施設等での演奏ボランティア。イベント・コンサートへの参加。

若槻 混声合唱団エール 合唱の練習

安茂里 本館 コーラス花野 コーラスの練習

安茂里 本館 唱歌と童謡を愛する会 先生の指導のもと年2回幼稚園児を三世代交流会など　月1回（第二（土）城山公園で

安茂里 本館 June　アップル 木の笛（樹音）の練習、ボランティア

安茂里 本館 奏楽 ディサービスへの慰問及びイベントへの参加

安茂里 本館 安茂里吹奏楽団 地域のイベントに積極的に参加する

安茂里 本館 Amori Big Band Orchestra 地域イベントに積極的に参加する

安茂里 本館 SUONO CONBRIO 地域の文化活動に参加するなど音楽を通じた自己の鍛錬及び社会活動

安茂里 本館 コーラス・ドルチェ コーラス

安茂里 本館 夢ジャズオーケストラ ジャズ

安茂里 本館 ファンタイム 地域のイベントや発表会

安茂里 本館 森の音ヒルズアンサンブル 木の笛の練習

安茂里 本館 スパークリングジョイ ゴスペルコーラス

安茂里 本館 信州太鼓　彩 和太鼓練習

安茂里 本館 パストーソ 吹奏楽

安茂里 小市分館 夢ジャズオーケストラ 基本的なジャズ演奏の練習が中心。演奏会及び積極的な演奏活動の実施

安茂里 小市分館 信州太鼓　彩 和太鼓練習

安茂里 小市分館 ファンタイム 地域のイベントや発表会

篠ノ井 本館 青空ソング カラオケ（新曲練習）

篠ノ井 本館 AMOKINZ 吹奏楽練習及び発表

篠ノ井 本館 Ｍ・ハーモニー コーラスを楽しく練習。運営の為の会議。

篠ノ井 本館 オカリナ　どんぐりの会 オカリナの練習、イベント参加、保健施設等での演奏活動

篠ノ井 本館 コーラス　桐の葉 合唱・合唱発表

篠ノ井 本館 コールSUN 各種演奏会参加。地域老人介護施設等へ訪問ボランティア

篠ノ井 本館 コール・ラルゴ 合唱練習、会議

篠ノ井 本館 コール・ユニオン 発表会に向けた歌の練習

篠ノ井 本館 Saxophone Ensemble -ＫICO- 楽器演奏（慰問演奏等）・会議（イベント打合せ）

篠ノ井 本館 ［篠ノ井マンドリンクラブ］ 練習、コンサート、演奏ボランティア

篠ノ井 本館 楽しい歌謡曲 カラオケで、技術の勉強

篠ノ井 本館 つばなコーラス 毎週木曜日の夜、合唱練習をしている

篠ノ井 本館 ニコニ胡サークル 二胡の練習・情報交換

篠ノ井 本館 北信三曲協会 演奏会や普及活動等

篠ノ井 本館 民謡愛好会 発表会を開催

篠ノ井 川柳 つばなコーラス 合唱

篠ノ井 共和 共和歌う会 毎月第1、第3金曜日夜練習・地区内イベント参加等

篠ノ井 共和 コカリナサークル青い鳥 コカリナの練習、合奏

篠ノ井 共和 篠ノ井マンドリンクラブ 合奏練習、コンサート、演奏ボランティア

篠ノ井 塩崎 コーラス金木犀 演奏会の開催(2年毎)・母親コーラス祭り等への参加、ボランティア活動(施設訪問)



篠ノ井 塩崎 塩崎健康音楽鑑賞会 クラシック音楽を鑑賞して健康維持をめざす。

篠ノ井 塩崎 大正琴なでしこ 大正琴の練習(敬老会・芸術祭・各種大会）

篠ノ井 塩崎 ピエロ(大正琴） 自分達の発表会に参加し、又、地域のボランティア等参加出来るよう練習している。

篠ノ井 塩崎 コールSUN 合唱練習・演奏会・訪問ボランティア

篠ノ井 塩崎 長野ぞうれっしゃ合唱団 合唱・打ち合わせ

篠ノ井 塩崎 コーラス桐の葉 合唱、発表・会議

篠ノ井 塩崎 アンサンブル　ヴィ．ヴォーチェ 定期コンサート、各施設でのボランティア演奏活動

松代 東条 かがやきハーモニー 月２回の練習、ボランティア活動（イベント等に参加）

松代 東条 男声合唱団コーロ・ダンディーズ 男声合唱団

松代 東条 ふぁそらカンタービレ 月一回の合唱練習

松代 東条 ベルリンガーズ松代 各種音楽会で発表・町内の催物での演奏・児童センター高齢者施設で演奏・体験等

松代 本館 松代雅楽協会 松代春まつり、松代文化芸術祭参加、定期演奏会、松代小学校雅楽教室

松代 本館 混声合唱団コーロソアーベ 合唱の練習をし、地域の音楽祭等への出演やボランティアの演奏等行う

松代 本館 信州松代マンドリン合奏団 マンドリン練習

松代 本館 ほうがくさんやそう 演奏会への参加・邦楽の普及とボランティア活動等

松代 本館 北信三曲協会 研究会・演奏会・普及活動・ボランティア活動

松代 本館 松代文化ホールで歌う会 合唱講習会、合唱祭の実施

松代 松代 松代雅楽協会 松代春まつり、松代文化芸術祭参加、定期演奏会、松代小学校雅楽教室

松代 松代 混声合唱団コーロソアーベ 合唱の練習をし、地域の音楽祭等への出演やボランティアの演奏等行う

松代 松代 松代文化ホールで歌う会 合唱講習会、合唱祭の実施

若穂 本館 パープルシスターズ ハンドベルの練習

若穂 本館 舞響太鼓　雅 和太鼓の練習と公演活動

若穂 本館 ひまわりの会 月2回先生を交えてオカリナ練習

若穂 本館 ベルフレンズ ベルの練習

若穂 本館 泉コーラス 歌の練習

若穂 本館 フランチェスト サックス演奏

川中島町 本館 唱歌と童謡を愛する会 歌って楽しむ。各地の歌碑めぐり。地域でのボランティア演奏。

川中島町 本館 長野ユリーカ女声合唱団 合唱練習

川中島町 本館 コカリナ　さくらの会 コカリナの練習

川中島町 本館 ファンタイム ビッグバンドジャズの演奏練習と発表

川中島町 本館 長野合唱団 定期的合唱練習、地域の催し等への参加

川中島町 本館 ザ・イスカンダル 合唱を通じた平和活動

川中島町 本館 北沢マロwithリズムオーケストラ 打楽器の練習

川中島町 本館 川中島マンドリンクラブ 演奏会のための練習、お茶のみサロン、ボランティア活動

川中島町 本館 かがやき広場GB会 ナツメロや映画音楽の曲を練習する

川中島町 川中島分館 Viva・Sun 音楽を通じて人と繋がりたい。演奏会参加、施設へボランティア、児童センター支援アドバイザー

川中島町 川中島分館 ザ・イスカンダル 合唱を通じた平和活動

川中島町 川中島分館 ランチボックス　ＳＰ 少人数アンサンブルで個々のスキルを高めつつ練習、発表の場をもつ

川中島町 川中島分館 長野ユリーカ女声合唱団 合唱練習

川中島町 中津分館 川中島マンドリンクラブ 演奏会のための練習、お茶のみサロン、ボランティア活動

川中島町 中津分館 ザ・イスカンダル 合唱を通じた平和活動

川中島町 中津分館 邦楽こまくさ(珖秋山会) 邦楽の合奏

更北 本館 混声合唱団ChorVIVE 合唱練習(発声訓練)

更北 本館 ギターサークル　ふれあい ギターのグループ練習、施設等でのボランティア演奏

更北 本館 クールフロッグス 合唱練習

更北 本館 更北さわやかアンサンブル キーボード・ハンドベル・バルーンアートの練習。これらをボランティア（児童センター・高齢者施設）訪問する

更北 本館 コカリナサークル コカリナの練習

更北 本館 フォルテシモ ボランティア、公民館文芸協の参加、敬老会の活動の為の練習

更北 本館 邦楽研究会 全曲を通して演奏し　曲の内容歌詞を勉強する

更北 本館 ハーモニカ野ばら ハーモニカの練習

更北 稲里分館 ATSK 楽器演奏練習

更北 小島田分館 キャッツ・アイ ボランティア活動・琴伝流の各大会・更北文化芸術祭・小島田ふれあいまつり等の参加

更北 小島田分館 キラキラ星の会 長野 障がい児・者とその家族で歌・楽器で音・音楽を楽しむセッション

更北 小島田分館 クレシェンド 地域の行事などに参加し練習している

更北 小島田分館 スペシャル 会員の親睦を図り大正琴の演奏を楽しむ。県内外の大会に出場する事

更北 小島田分館 ビューティ・フレンズ 月2回練習をし、年に5曲ほど学びます。更北地区文化芸術祭や長野県大会に出場

更北 小島田分館 あやめ会 琴伝流の各大会・更北文化芸術祭・小島田ふれあいまつり等への参加

更北 小島田分館 マカロン ボランティア・敬老会・全国大会・地区大会に参加

更北 真島分館 カトレアコーラス 新しい歌の習得、練習

豊野 エンジョイウクレレ 練習

豊野 JAながの女性部長野地区豊野支部 春夏秋冬の色々な歌を先生に指導して頂きながら歌う練習、発表

鬼無里 唱歌と童謡を愛する会 練習会 本会の発表会 文化芸術祭 ふれあいサロン他

大岡 大岡女声コーラス　ポコ・ア・ポコ 文化芸能祭での発表を目指し、合唱の練習に励む

大岡 聖大権現清流太鼓保存会 練習　指導　演奏活動　会議

信州新町 本館 サンコーラス 合唱の練習

信州新町 本館 新町閑祥会 謡曲の練習

信州新町 本館 犀流太鼓 和太鼓演奏の練習

中条 ChiIIax 吹奏楽の練習

中条 中条虫倉太鼓 発表に向けて練習

中条 しの笛 発表等を目標に練習

中条 中条カラオケクラブ カラオケの練習、発声練習

中条 ベーゼンドルファー友の会 住民がベーゼンドルファーと親しむ機会を提供する



舞踊

団体・サークル名 活動内容

中部 本館 長野市民踊舞踊連盟 市の行事に参加、会員の発表会の開催

中部 第五地区分館 詩舞深山流深山会長野支部 長野市の文芸祭に参加、舞発表大会開催　地区の芸能祭等参加他

中部 第五地区分館 大黒舞 踊りの練習

芹田 香踊会 舞踊　ボランティア

芹田 和香の会 日本舞踊の練習

吉田 グレース 月2回の定期練習　年1回の定期コンサート他

若槻 若槻音頭・新町甚句保存会 出演可能なイベントに参加とその為の練習（踊り、歌）

篠ノ井 本館 COCO　バレエサークル（R3ピルエット） クラシックバレエの基礎練習

篠ノ井 共和 長野市日本舞踊連盟 日本舞踊のお稽古、発表会の打合せ、発表会等

篠ノ井 共和 篠ノ井保踊会 年1回の発表の為練習　手足を動かし体力をつけ、ボケ防止の為

篠ノ井 共和 若山会 舞踊の練習

松代 本館 大門踊保存会 月２回の練習会と、松代町内外でのイベントでの公演

松代 本館 踊りま専科 「真田節」と「霧の川中島」踊り練習

松代 本館 民踊を楽しむ会 踊りの練習

松代 本館 大門踊保存会 練習会の開催と発表

松代 松代 大門踊保存会 月２回の練習会と、松代町内外でのイベントでの公演

松代 松代 踊りま専科 「真田節」と「霧の川中島」踊り練習

川中島町 川中島分館 若葉のⅡ 発表会に向けて日本舞踊の練習をする

更北 稲里分館 りんどうの会 舞踊稽古

更北 小島田分館 CoCo　バレエサークル クラシックバレエの基礎練習

大岡 舞華 福祉施設への慰問、地域への協力参加　他地域との交流

大岡 聖　飛翔会 福祉施設への慰問、地域への協力参加　他地域との交流

信州新町 本館 頂燦会 練習・剣詩舞

信州新町 本館 古謡会 謡と仕舞の練習

演劇

団体・サークル名 活動内容

城山 第二 もんぜんまち劇場の会 演劇、ダンスなどのけいこ

中部 本館 芸術館シニア演劇 演劇の練習、会議

中部 本館 劇団　ココロワ 演劇練習

中部 第五地区分館 Big　Easy 演劇の発表をめざす

古牧 劇空間夢幻工房 劇団本公演年1回、委託依頼の公演

三輪 ＳＫＳ 演劇の練習、ミーティング

吉田 劇空間夢幻工房 劇団本公演年1回、一般市民を募っての野外劇制作の練習

吉田 やまぼうしの会 読み語り(各施設の依頼)

浅川 本館 長野北部子ども劇場 鑑賞会、キャンプ、まつり、新聞などの発行

若槻 ピノキオ 児童施設等で公演

安茂里 本館 劇団ココロワ 演劇

安茂里 本館 劇団志なの荘 演劇

川中島町 本館 劇団志なの荘 演劇の練習

文芸

団体・サークル名 活動内容

城山 本館 長野ホトトギス俳句会 俳句会を行い、選評など発表し合い、お互いに向上する

芹田 若里俳句会 自作の俳句を披露し互いに評価し合う句会を行なう

古牧 新婦人　らっこ班　俳句小組 句会を開く

三輪 きさらぎ会 俳句文芸の学習

三輪 長野市俳句連盟 年数回の俳句大会実施

吉田 おはなしころころ お話し会の練習

吉田 長野俳句研究会 句会

吉田 俳句火曜会 句会

吉田 ふたば会 俳句の上達をめざすための勉強会

吉田 信濃若葉会 月2回の句会・勉強会

吉田 花林檎 句作・互選・添削

柳原 しなの句会 俳句作りと発表

大豆島 華耀句会 月2回程度集まり句会を開催

大豆島 風韻会 俳句教室

朝陽 本館 あじさい会 コンクール参加、文化芸術祭参加

若槻 槻の会 俳句の会作品発表

篠ノ井 本館 千曲歌会 歌会（批評会）

松代 本館 あし火俳句会 地域内の史跡を吟行

松代 本館 松代川柳会 講師による川柳講座・句会や互選会を通じて川柳の作句力の向上

若穂 本館 花梨の会 それぞれ選句技講する

川中島町 本館 川中島短歌会 1人２首づつの作品について意見を述べ合う

川中島町 本館 家庭倫理の会長野市しきなみ短歌会長野支苑 作歌の書、短歌誌しきなみを教材に短歌の実習をする

川中島町 本館 一茶会 ・定例句会　・吟行　・句集の発行

更北 稲里分館 稲里地区神楽振興会 各神楽の技術向上、後継者の育成、会員の増加の為の活動

中条 中条短歌会 勉強会

中条 中条川柳会 イベント・展示会等への協力

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



茶道

団体・サークル名 活動内容

城山 本館 長野不言会 奥田正造先生の教えに基づく手前稽古を各組で励み、年1回秋に茶道の勉強修得の発表を行う

城山 本館 なつめの会 手前の練習及び研究

城山 本館 茶方会 立ち振る舞い、点前、茶事の勉強会

城山 第二 長野不言会 奥田正造先生の教えに基づく手前稽古を各組で励み、年1回秋に茶道の勉強修得の発表を行う

城山 第二 茶方会 立ち振る舞い、点前、茶事の勉強会

城山 第二 草人木会 茶会、研修会、打合せ会議

城山 第二 昌麗会 茶会、研修会、親睦会、打合せ会議

中部 本館 こみち 茶道手前

中部 本館 茶道クラブ 茶道の研修

中部 本館 昇月会 茶道手前の稽古

中部 本館 藤和会 茶道勉強会

三輪 茶道クラブ 茶道の稽古

三輪 笠心会 裏千家点前の稽古

古里 茶道部 お点前の稽古

篠ノ井 本館 茶道　法母会 合同研修会を開催し交流を通して会員相互の親睦を深める

篠ノ井 本館 不言会 茶の学習と稽古

篠ノ井 本館 やよい会 季節に応じたお茶の稽古

華道・フラワーアレンジメント

団体・サークル名 活動内容

城山 本館 長野県宏道会 生け花の研究会

城山 第二 長野県宏道会 生け花の研究会

中部 第五地区分館 青山御流長野支部 華道の文化をできるだけ続けていくことができればと思います

古牧 フィオーレ・ヤマ フラワーアレンジメント講習

三輪 フラワーフレンド 生花の学習

三輪 リリーフォレスト フラワーアレンジメントの制作

吉田 生花サークル華道松風流 月1回の生花勉強

古里 錦月会 季節の花を楽しみながら発表会に参加したりします

柳原 カーネーション 生け花の学習

柳原 フラワーサークル花曜日 フラワーアレンジメント学習

浅川 本館 オアシス フラワーアレンジメント

大豆島 フラワーサークル　花あそび 季節の花を使い生活に活かせる花を楽しみながら作る

朝陽 本館 伝統文化いけばな子供教室 月に1～2回子供のための生け花教室を開催する

小田切 生け花教室「かすみ草」 生け花を学ぶ

芋井 ほうばの会 郷土料理の伝承、手芸の技術の習得

芋井 喜楽の会 季節の花木を使い、フラワーアレンジメントの習得

篠ノ井 本館 桐の葉華道クラブ いけ花

篠ノ井 本館 篠ノ井地区　伝統文化いけばな親子教室 実技指導を通して、いけばな文化の講義

篠ノ井 本館 スイートピーの会 四季の花に触れながら親睦を深める

篠ノ井 塩崎 華道　遠州 いけばな技術の習得

松代 本館 花を楽しむ会 アレンジフラワーを学ぶ

松代 本館 松代いけばな子ども教室 小中学生とその親のいけばなのお稽古

松代 松代 花を楽しむ会 アレンジフラワーを学ぶ

豊野 フラワーフレンド 生花の学習

信州新町 本館 幸アレンジフラワー アレンジフラワー

中条 オアシス お花を活ける

公民館・

交流センター名

公民館・

交流センター名



その他

団体・サークル名 活動内容

城山 本館 瑞穂吟道会 詩吟の大会又その他で吟じて発表する(ボランティア等も含む)

城山 第二 せをはやみ会 対戦形式を中心とした競技かるたの練習

城山 第二 香に関する和歌等の勉強会 香道と和歌等の関連、組香の関連を学ぶ、又地域の方に伝統文化に触れてもらう

城山 第二 北信かるた会　VOL城山 対戦形式を中心とした競技かるたの練習

中部 本館 県吟道会 吟詠の技術向上と発声による健康増進

中部 本館 長野市芸術館サポーターズ倶楽部
プロの指導による音楽ワークショップやお絵描きワークショップ等、子供たち主体の参加型イベントの企画・準

備・会議など

中部 本館 信州大学競技かるたサークル 競技かるたを試合の形式または基礎的な部分の練習を行う、畳敷きの和室を使用

中部 本館 せをはやみ会 対戦形式を中心とした競技かるたの練習

中部 第五地区分館 俊嶺吟同会 詩吟の研究、実践

中部 第五地区分館 せをはやみ会 対戦形式を中心とした競技かるたの練習

中部 第五地区分館 長野岳風会高嶺吟道会 詩吟の練習

中部 第五地区分館 北信かるた会 対戦形式を中心とした競技かるたの練習

芹田 芹田木遣り会 木遣りの練習

芹田 腹話術サークル　笑いのワ 腹話術のボランティア公演(児童館、高齢者施設、公民館等)

芹田 峯明会 発表、ボランティア

三輪 フィルムの会 16ｍｍフィルムの映写・鑑賞会

三輪 詩吟さつき会 詩吟の練習等・文化芸術協会参加

三輪 三輪甚句保存会 甚句まつり開催、各種催し出演、後継者育成

三輪 相和吟道会 漢詩、短歌、俳句等の意味を学び、吟じる

吉田 せをはやみ会 対戦形式を中心とした競技かるたの練習

吉田 長野県吟道会 吟詠の練習

吉田 写友ともしび 写真教室、撮影会の実施、写真展の実施など

吉田 長野北部子ども劇場 児童劇、人形劇、音楽などの鑑賞、講習会、講演会、キャンプ、まつり、新聞・ニュースなどの発行

吉田 和の着付サークル 着付を学び、日常や慶弔時のマナー学習

吉田 北信かるた会 競技かるたの練習

柳原 長野県日本画会 日本画県展の準備運営

浅川 本館 新日本婦人の会　南京玉すだれ　ぽんぽこ班 南京玉すだれの練習

浅川 本館 ステンドグラス同行会 ステンドグラスを楽しむ

浅川 本館 やまぶきの会 公演（年２～３回）

大豆島 清泉会 謡曲の稽古、各自のレベルアップを図り、発表会に参加する

大豆島 長野松風会 市連合会、発表会出演、県能楽大会、フェスティバル出演他

朝陽 本館 新婦人の会　南京玉すだれシスターズ ボランティアでディサービス、老人保健施設、地域のイベント出演等

朝陽 本館 長野北部子ども劇場 鑑賞会、キャンプ、まつり、新聞発行

若槻 三登山太鼓 毎週木曜日の夜、技能の習得に努めている。依頼により、出前活動を行っている。イベント出演する。

安茂里 本館 光宅吟道会 詩吟の解釈、歴史的背景、練習を通じて親睦を図る

安茂里 本館 北信かるた会 大会に出場するための競技かるたの基礎及び応用練習、県内大会の運営

安茂里 本館 祥洲吟道会 詩吟の研修及び会議

安茂里 本館 三人の和芸 おどり、三味線、琴

安茂里 本館 祥州吟道会差出南会 吟詠

安茂里 小市分館 神洲流祥洲吟道会差出南会 吟詠

篠ノ井 本館 元洲吟道会 毎月２～３回教室を開催

篠ノ井 本館 犀南写友会 写真クラブの例会

篠ノ井 本館 長野岳風会 詩吟の練習と打合せ、発表会

篠ノ井 本館 長野閑祥会 能楽の稽古、会議

篠ノ井 本館 友里吟道会 漢詩、和歌、俳句などの読み合わせや内容の勉強等

篠ノ井 共和 神州流篠ノ井吟道会 理事会、練習、大会、総会、会議

篠ノ井 西寺尾 元州吟道会（きさらぎ支部） 詩吟の練習

篠ノ井 西寺尾 元州吟道会(新田西支部) 吟詠の練習

篠ノ井 塩崎 長野閑祥会 能楽の稽古、会議

松代 東条 かりがね吟道会 漢詩・和歌・俳句・紀行文　等の朗詠

松代 本館 木遣り松代会 木遣り歌の稽古

松代 本館 長野南部子ども劇場 プロの生の舞台鑑賞、キャンプなどの自主活動と会議

若穂 本館 聖風流吟道会葉月支部 詩吟の練習。詩吟に親しんで豊かな人生を送る

川中島町 本館 信州ぼかし染 手描染色、友禅の練習

川中島町 川中島分館 桐花会 剣舞舞いの練習

川中島町 川中島分館 小市吟道会 年3回の舞台に向けて月2回練習

川中島町 中津分館 きさらぎ会 詩吟の発生練習等

川中島町 御厨分館 御厨謡曲会 謡曲の練習をする

更北 本館 青木島俳句の会 自作の句を持ち寄り句会を行う

更北 本館 パネルキッズ パネルシアターの製作

更北 小島田分館 信濃寛洲流吟道会 地域の文化祭　更北文芸祭へ参加　詩吟の練習

更北 小島田分館 信州みすず連 投扇興の練習・試合

更北 小島田分館 福寿草会 更北芸術祭等への参加　詩吟の練習

更北 真島分館 信濃寛洲流吟道会 地域の文化祭　更北文芸祭へ参加　詩吟の練習

更北 真島分館 田宮流居合術 武道修練

更北 真島分館 龍虎吟道会 発表会、他流会との交流　研修会、講習会、その他地域社会に貢献するために必要な事業

更北 真島分館 碧星会 発表会・研修会・講習会や他流会との交流その他地域社会に貢献するために必要な事業　剣舞の練習

大岡 大岡吟詠会 詩吟の練習

信州新町 本館 信州新町写友会 写真撮影及び作品発表

信州新町 本館 信州新町吟道会 吟技の研究・朗咏

信州新町 本館 信州新町謡曲連合会 謡曲の練習

信州新町 本館 伝筆教室 伝筆を習いながら交流を深める

中条 そらいろのたね 小・中学校での読み聞かせ、地区外からの依頼

中条 栄雅会 謡曲の稽古

中条 中条芸術文化協会 各団体等と連携し発表のための企画

中条 西山小唄保存会 中条地区盆踊り大会開催の支援、長野市甚句・音頭交流参加

公民館・

交流センター名


