
分 野 活動項目 サークル名 活動内容 活動予定日時 人数

コーラス チーム風 コーラスの練習 第1・3火曜  17:30-19:00 6

コールハレルヤ 合唱練習・発表会参加 第2・4月曜  13:00-17:00 110

混声合唱団　いぶき 合唱練習 第１・３木曜  10:00-12:00 33

混声合唱団　エール 歌を歌うこと 不定期　        月1回　 36

男声合唱団「太陽」 合唱練習・発表会 年5～10回　 13:00-17:00 24

スマイルコーラス 合唱練習 第2・4金曜  13:30-15:00 25

長野市民合唱団コールアカデ三ー 合唱の練習 毎週水曜　　19:00-2１:15 25

声　楽 アミーチ　デル　ベルカント 歌曲・オペラの練習 不定期　   　月1回 13

グレゴリオ聖歌 スコラ　グレゴリアーナナガノ グレゴリオ聖歌・楽譜読み方・歌い方 第３土曜　　  13:00-16:00 23

長野唱泉会コーラス 童謡・唱歌の練習・フェスティバル交流会 第２・４土曜　9:30-12:00 26

ノルテ会 童謡・唱歌の練習 第１・３木曜  13:30-15:30 57

もみじ会 童謡・唱歌の練習 第２・4金曜   9:30-12:00 10

カラオケカラオケ フレンド会(幸喜改名) カラオケ 第2・4水曜　13:30-15:00 5

オカリナ はるうらら
オカリナ練習
介護施設訪問等

第2日曜　13:00-16:30
第4土曜　  9:00-12:00

6

箏・尺八 彩
アヤ

の会
カイ

箏・尺八・琴 第1土曜　　　9:30-12:00 10

津軽三味線・民謡 還
カン

の会
アイ

津軽三味線・尺八・オカリナ練習 第１・３水曜 　9:00-12:00 7

ハープ エンジェルスハープ ハープ 第1水・3日曜 13:00-17:00 8

ホルン 長野ホルン倶楽部 ホルン練習 第２・4日曜  13:00-17:00 11

オーケストラ・ソノーレ長野 オーケストラ合奏練習 第1・3土曜 　1７:30-21:30 62

長野市交響楽団 オーケストラ合奏練習 毎週金曜 　　　19:00-21:00 67

バンド活動 グレース バンド活動 第1・3 火曜　18:00-21:30 7

琴城流大正琴れもんの会 大正琴の練習 第２・４日曜  10:00-12:00 8

なぎさ琴教室 大正琴の練習 第２・４火曜 　9:00-12:00 10

二輪草 大正琴の練習 第１・3金曜 　13:30-15:30 7

ハーモット 大正琴の練習 第1・3水曜　13:00-17:00 5

長野岳風会
ナガノガクフウカイ

詩吟の練習・発表 不定期          年1～2回 97

長野県吟道会 吟詠の練習 第２土曜　    13:30-16:30 20

長野電鉄吟道会 詩吟 第２・4火曜　13:30-15:00 10

童謡・唱歌

詩 吟

オーケストラ

詩  吟

大正琴大正琴

オケ
その他
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おりづるの会 朗読会 第4金曜　   13:00-16:00 9

さかきの会 朗読の勉強 不定期　月2回 　午前 5

英会話 英会話 母親英会話 英会話の練習 毎週金曜　　  9:00-11:00 5

すずらん俳句会 俳句の勉強会 第3木曜　　  13:00 ～16:00 10

長野俳句研究会 俳句会の開催 第2・４火曜　1３:00-16:00 13

俳句火曜会 句会 第３火曜　　 18:00-21:00 7

ふたば会 俳句の上達を目指す 第1水曜　　 　9:00-12:00 8

青拳クラブ 太極拳 の練習 第２・４木曜  13:30-16:45 11

太極(たいちー）いちょう会 太極拳 第２・4土曜　17:30-20:30 5

やよいの会 太極拳の練習 第1・３火曜  13:00-16:00 6

吉田太極拳 太極拳
第1・3金曜　 9:30-11:30
第2・4金曜  13:30-15:30

15

北斗会 入門・初級・二十四式太極拳 第1・3月曜   9:30-12:00 6

太極拳「拳光くらぶ」 24式太極拳の修得 第1・3月曜　13:10-16:00 10

健康法 アヒムサ会 アヒムサ健康法の講習 第１・3木曜　18:00-21:00 9

エアロビ・ストレッチ さわやか会 エアロビクス・ストレッチ 月3回　木曜　18:50-2０:50 15

ストレッチ運動 脳と体のリフレッシュサークル ストレッチ運動・トレーニング 第１・３木曜　13:00-15:30 31

沖ヨガサークル照 身体の歪みを修正する 毎週　水曜　  18:30-21:00 12

ぷらなの会 ヨガの練習 第１・３月曜　9:30-12:00 8

吉田ヨガ五月会 ヨガ 毎週 木曜　　  9:00-12:00 20

ダンス サルサ D.C.C(キューバンサルサ同好会) キューバンサルサ、ペア、ソロダンス練習 不定期 15

聖墨会 書道の練習 月2回金曜　  1３:30-15:30 25

二三会 書道学習と作品作成 第２・４火曜  13:00-16:00 21

水墨画 水墨画 墨友会 水墨画 第２・４月曜　10:00-12:00 9

ちぎり絵 ちぎり絵　白百合会 ちぎり絵を貼る 第1・3水曜　13:０0-16:00 7

押　花 押し花サークル 押花で各種作品を作る
第２火曜　　9:00-12:00
第４火曜　 13:00-16:00

11

テンペラ画 テンペラ画 テンペラ画制作 第3日曜　　13:00-17:00 6

絵手紙 四季の会 絵手紙を通じて仲間作り 第３土曜　　1３:00-16:00 8

能面制作 面清会 能面と木彫りの制作 第１・３水　13:00-16:30 6

ビーズ 銀の雫 アクセサリーの製作 第2火曜　　　9:30-12:00 6

手編み 双葉編み物会 手編み(棒針・かぎ針編み) 第1・3木曜　9:00-12:00 8

華　道 生花サーク華道松風流
イケバナサークカ ドウ シ ョ ゥ フ ウ リ ュウ 生花勉強 第4日曜　　　9:00-14:00 13

俳　句

書　道

芸 術

体　操

朗　読

太極拳24式

俳　句

書　道

朗　読

太極拳

ヨ　ガヨ　ガ

太極拳



着付同好会 帯付け及び着付け実技 第1月曜　　10:00-12:00 7

楽しい着付け 着付け 第3水曜　　10:00-12:00 10

和
ナゴミ

の着付
キツ

サークル 着付けとマナーの学習 第2月曜　　　9:30-12:00 6

心理療法 まきばの仲間たち 心理療法(ゲシュタルト)学ぶ 第3水曜　　　13:00-17:00 10

その他 かたつむり 1人1人最近の様子を聞いてワーク　 不定期年6回　13:00-17:00 10

写　真 写　真 写友　ともしび　 写真教室・撮影会の実施 不定期　　　　年4回程度 12

Ｉ・Ｔ・Ｓの会 高齢者を対象にパソコン学習 第2水曜・4金曜 13:00-15:30 15

信濃ＩＴ活用同好会 スマホ・パソコンの技術向上をはかる 毎月234木曜　10:00-12:00 11

子育て 子育て支援 ながの子育てネット 子育て広場の開催 不定期　　　　年3回 8

支援 児童文化に触れる 長野北部子ども劇場 劇・音楽などの鑑賞・講演会 不定期 458

せをはやみ会 対戦形式中心の競技かるた練習 不定期　　　　週1 24

北信かるた会 対戦形式中心の競技かるた練習 不定期 24

劇団公演 劇空間夢幻工房 劇団公演練習 毎週土　　　17:30-21:30 21

ダンス・ミュージカル S.T.E.P!
す て つ ぷ

ダンス・ミュージカル・公演の練習 不定期　　年20回 21

子ども料理教室 大いちょうの会 子ども料理教室 不定期 20

パン作り かもめ２ 手作りパンの製作 第４日曜　　10:00-16:00 6

ソフトボール大会会議 長野市ソフトボール連盟 交流・審判員育成・少年少女指導 不定期　　　　年10-13回 900

憲法の勉強 吉田9条の会 憲法9条の学習 第１土曜　　　9:30-12:00 7

ガールスカウト長野県第19団 少女たちが集い学び合う活動　第2・4土曜　　9:30-12:00 19
北長野地区
ユニバーサルデザイン研究
会

誰にでも優しい街にする 毎月1回土曜　10:00～12:00 12

郷土史 伊藤千代子学習会 講師を招いて学習会をする 不定期　　　　月1回 12

ボランティア

着付け

パソコンパソコン

その他

百人一首
競技

かるた

劇

料　理

心　理

着付け


