
ながおか市民協働センターに団体登録した団体のうち、

団体の「協力できる事」「協力してほしい事」の公開を

希望した団体のリストです。  

地域活動に係わりたい！団体同士のコラボを考えている！

誰かの力になりたい！ と思った時に開いてみてください。

きっとヒントが見つかると思います。

団体をもっと知りたい方、連絡を取りたい方は、お電話にてお問
合せいただくか、ながおか市民協働センターWEBサイト『コライト』
をご覧ください。
※右下のQRコードからWEBサイトなどをご覧いただけます。 

2022年度
保存版
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索引（五十音順）
61. しろうまる食堂
62. 森林インストラクターと市民有志
63. 水道タンク友の会
64. スプーンフィールド
65. スポーツ吹矢発祥記念館
66. NPO法人生命の貯蓄体操普及会長岡準支部
67. 草月流 春美会
68. 創造工房 コスモス
69. ソラヒト日和
▼た行
70. ダイバーシティ&インクルージョン
71. NPO法人多世代交流館になニーナ
72. “食べて知る”あなたの地域野菜
73. チーム木念人
74. チャレンジスタープロジェクト長岡
75. チャレンジライフ
76. 中越ケーナサークル
77. 中越市民防災安全士会
78. 中越市民防災安全士会女性部シュークリーム
79. 塚山みんな食堂
80. ツクリテイデア実行委員会
81. つなごー手
82. 椿の森倶楽部
83. T_R_Workers_NAGAOKA
84. TWE Big Band
85. Technical Education Circle
86. 手作り漬物の駅
87. てらどまり若者会議～波音～
88. 寺子屋キッズ
89. 寺泊総合型スポーツクラブてらスポ！
90. ど田舎○ごとがんばり隊
91. 闘牛と錦鯉の伝統文化を楽しむ会
92. トキめき新潟卓球協議会
93. 特別養護老人ホームこしじの里

地域交流推進委員会
94. 栃尾表町雁木の駅
95. ともぷらす mishima
▼な行
96. なうネット長岡
97. NDSP(長岡・ダンス・ソング・プロジェクト)
98. 長岡蒼紫スポーツクラブ
99. 長岡アメリカンフェスティバル実行委員会
100. 長岡アロハクラブ
101. 長岡いいねっかプロジェクト
102. ながおか医療生協フィットネスレインボー
103. 長岡おやこ劇場
104. 長岡観光ボランティアガイドの会
105. ながおか技術教育支援機構
106. 長岡キャリアコンサルタント・ネットワーク
107. 長岡クリーンクラブ
108. 長岡傾聴ボランティアサークル
109. 長岡健康生きがい創生ネットワーク
110. Nagaoka Sound Base HONMARU
111. 長岡市アカペラサークルハモろう亭
112. 長岡市茶道文化協会
113. 長岡市政を見つめる会
114. 長岡・自然エネルギーを考える会
115. 長岡市民合唱団
116. ながおか史遊会
117. NPO法人

長岡ジュニアユースフットボールクラブ
118. 一般社団法人 長岡青年会議所
119. 長岡造形大学

輪太鼓衆転太鼓舞（てんてこ舞）

▼あ行
1. Iris
2. アコースティックゴスペル温野菜
3. あなたの町でカラオケドンドン実行委員会
4. アフリカンフェスタ！ in ながおか実行委員会
5. いけばな小原流長岡支部
6. 12.8慰霊の花火打上げ実行委員会
7. ウィメンズヘルスlab
8. 認定NPO法人UNE
9. 浦瀬町奏楽保存会
10. ATC（アルプスアルパイン卓球クラブ）
11. 特定非営利活動法人SST交流会
12. 越後古材
13. 越後ながおか語り座ネット
14. 絵本の家「ゆきぼうし」
15. MOA健幸スマイルくらぶ
16. おいしいながおか
17. まちの駅 和紙の駅
18. おとなのための勉強会
19. オンザロックオーケストラ
▼か行
20. がぁがぁがぁるず
21. 外国人支援団体風神
22. 楽団ベルバラ
23. 竹あかりかぐや
24. 上川西桜ロードの会
25. 紙芝居塾（ながおか紙芝居ドン！パラリン）
26. KAWA ROCK
27. 環境みらい里山クリエイト
28. 神田・新町地区地域振興推進協議会
29. 特定非営利活動法人KISS
30. NPO法人キズナの森
31. 九条を守る長岡の会
32. KNH（京都長岡東山）

五色百人一首クラブ レッドキャッツ
33. クッキング泉
34. クラフト・パフェ
35. K-BOX
36. 一般財団法人言語交流研究所

ヒッポファミリークラブ
37. NPO法人建築・住教育研究会

ー10分の１組立住宅模型を使った
38. NPO法人ゴーイングオンサポートシステム
39. まちの駅 古事記.com＆越後通信編集室
40. 公益財団法人こしじ水と緑の会
41. 越の国室内合唱団 VOX ORATTA
42. 瞽女唄ネットワーク
43. NPO法人 骨髄バンク命のアサガオにいがた
44. 琴・三味線・和楽器全般越路琴製造組合
45. 子どもの健康と未来を守る会
46. 子どもみらい食堂
47. コミュニティシネマ長岡
48. 混声合唱ラ・ルシオル
▼さ行
49. まちの駅酒蔵のある里
50. 茶道裏千家淡交会中越青年部
51. NPO法人 Cサポート
52. シェア飯長岡
53. 市民活動団体WA!!

54. NPO法人 市民協働ネットワーク長岡
55. ジョイフルスプリングゴスペルクワイヤ
56. 障がい児ママサポートかけはし～長岡～
57. 祥扇会
58. 情報の駅 にこっと
59. 女声アンサンブルラ☆ルミネ
60. シルバースマホ教室「こまいぬ」



索引（五十音順）
▼な行
120. まちの駅 長岡大学
121. NPO法人

ながおかたすけあいネットＢＥライフ
122. 長岡友の会
123. 長岡二響の会
124. ながおか認知症の人と笑顔でい隊
125. 長岡の橋をきれいにする会
126. 長岡ノルディックウォーキングクラブ
127. 一般社団法人長岡市パークゴルフ協会
128. 長岡ハンドメイド部 はつめ
129. 長岡ペンクラブ
130. （公社）長岡法人会
131. NPO法人 ながおか未来創造ネットワーク
132. 長岡民話の会
133. 長岡らんちゅう会
134. 長岡良寛の会
135. 新潟県越路「大地の会」
136. NPO新潟県山野草をたずねる会
137. 新潟県中越大地震

「女たちの震災復興」を推進する会
138. 新潟県の整理収納アドバイザー become

139. NPO法人 新潟スポーツアクト
140. 新潟で水中ホッケーを推進する会
141. 新潟県発動機愛好会
142. 一般社団法人ネクストヒューマンリソース
143. nowa（長岡地域女性農業者コミュニティ）
▼は行
144. NPO法人 BAS長岡
145. 発達障がいのためのコロロ親子の会
146. 花咲けみしま実行委員会
147. 花の輪クラブ
148. 花火の駅・長岡花火ワールド悠
149. NPO法人ピアの森・狐遊庭
150. ひきこもりの子をもつ親の会「すだちの杜」
151. ひだまりハウス

～発達障がい児を支える家族会～
152. 男女（ひと）がともに生きる社会を進める

F&Mながおか市民会議
153. ひとのわ・ルナの会
154. 向日葵の会（摂食障害親の会）
155. NPO法人 ピュアはーと
156. フードバンクながおか
157. for MAMA
158. 不登校の親の会｢つながりサロン｣
159. 平和の森コンサート実行委員会
▼ま行
160. 股旅あい好会
161. NPO法人 まちなか考房
162. NPO法人 学びスペースあうるの森
163. ままカフェ
164. 三島ライトアップ実行委員会
165. 未来の石坂を語る会
166. ミライ発酵本舗株式会社
167. みんなの認知症予防ゲーム（あおーねの会）
168. 民謡すみれ会
169. 長岡技術科学大学留学生生活支援

ボランティアグループ むつみ会
170. まちの駅 名水縄文雪つららの水
171. まちの駅 もてなし家
172. ものづくり工房 AKEBi

173. 「森・里・海をつなぐ川」の会
174. まちの駅森の仲人「千の森」

▼や行
175. やまこし復興交流館 おらたる
176. 優香の会
177. 湯と食とやすらぎの駅
178. NPO法人 夢ハウスけやきの家
179. 与板町歴史ボランティアガイド会
180. まちの駅養楽館
181. まちの駅よってげさ
182. よもぎひら雪想灯実行委員会
▼ら・わ行
183. エレクトーン＆リコーダー ひなたぼっこ
184. リコーダー音楽部
185. 総合型クラブY-GETS

186. NPO法人 和島夢来考房
187. NPO法人 和島ライフ・ケア協会
188. 和太鼓チーム川躍鼓



索引（活動分野順）
102. ながおか医療生協 フィットネスレインボー
104. 長岡観光ボランティアガイドの会
106. 長岡キャリアコンサルタント・ネットワーク
109. 長岡健康生きがい創生ネットワーク
110. Nagaoka Sound Base HONMARU
113. 長岡市政を見つめる会
114. 長岡・自然エネルギーを考える会
116. ながおか史遊会
118. 一般社団法人 長岡青年会議所
119. 長岡造形大学 輪太鼓衆

転太鼓舞（てんてこ舞）
120. まちの駅 長岡大学
123. 長岡二響の会
126. 長岡ノルディックウォーキングクラブ
127. 一般社団法人長岡市パークゴルフ協会
131. NPO法人 ながおか未来創造ネットワーク
132. 長岡民話の会
134. 長岡良寛の会
135. 新潟県越路「大地の会」
136. NPO新潟県山野草をたずねる会
137. 新潟県中越大地震

「女たちの震災復興」を推進する会
138. 新潟県の整理収納アドバイザー become

139. NPO法人 新潟スポーツアクト
140. 新潟で水中ホッケーを推進する会
141. 新潟県発動機愛好会
143. nowa（長岡地域女性農業者コミュニティ）
145. 発達障がいのためのコロロ親子の会
146. 花咲けみしま実行委員会
148. 花火の駅・長岡花火ワールド悠
149. NPO法人ピアの森・狐遊庭
150. ひきこもりの子をもつ親の会「すだちの杜」
152. 男女（ひと）がともに生きる社会を進める

F&Mながおか市民会議
153. ひとのわ・ルナの会
158. 不登校の親の会｢つながりサロン｣
160. 股旅あい好会
161. NPO法人 まちなか考房
163. ままカフェ
164. 三島ライトアップ実行委員会
165. 未来の石坂を語る会
166. ミライ発酵本舗株式会社
167. みんなの認知症予防ゲーム（あおーねの会）
168. 民謡すみれ会
170. まちの駅 名水縄文雪つららの水
171. まちの駅もてなし家
172. ものづくり工房 AKEBi

173. 「森・里・海をつなぐ川」の会
174. まちの駅森の仲人「千の森」
175. やまこし復興交流館 おらたる
176. 優香の会
177. 湯と食とやすらぎの駅
179. 与板町歴史ボランティアガイド会
180. まちの駅養楽館
181. まちの駅よってげさ
182. よもぎひら雪想灯実行委員会
183. リコーダー音楽部
184. 総合型クラブY-GETS

185. NPO法人 和島夢来考房
187. NPO法人 和島ライフ・ケア協会
188. 和太鼓チーム川躍鼓

▼地域づくり
1. Iris
2. アコースティックゴスペル温野菜
4. アフリカンフェスタ！inながおか実行委員会
6. 12.8慰霊の花火打上げ実行委員会
8. 認定NPO法人UNE

9. 浦瀬町奏楽保存会
10. ATC（アルプスアルパイン卓球クラブ）
11. 特定非営利活動法人SST交流会
13. 越後ながおか語り座ネット
15. MOA健幸スマイルくらぶ
16. おいしいながおか
17. まちの駅 和紙の駅
20. がぁがぁがぁるず
21. 外国人支援団体風神
22. 楽団ベルバラ
23. 竹あかりかぐや
24. 上川西桜ロードの会
25. 紙芝居塾（ながおか紙芝居ドン！パラリン）
27. 環境みらい里山クリエイト
28. 神田・新町地区地域振興推進協議会
29. 特定非営利活動法人KISS

30. NPO法人 キズナの森
32. KHN（京都長岡東山）五色百人一首クラブ

レッドキャッツ
34. クラフト・パフェ
35. K-BOX
36. 一般財団法人言語交流研究所

ヒッポファミリークラブ
39. まちの駅 古事記.com＆越後通信編集室
44. 琴・三味線・和楽器全般越路琴製造組合
46. 子どもみらい食堂
49. まちの駅酒蔵のある里
53. 市民活動団体WA!!

54. NPO法人 市民協働ネットワーク長岡
57. 祥扇会
58. 情報の駅 にこっと
59. 女声アンサンブル ラ☆ルミネ
60. シルバースマホ教室「こまいぬ」
61. しろうまる食堂
63. 水道タンク友の会
69. ソラヒト日和
70. ダイバーシティ&インクルージョン
71. NPO法人 多世代交流館になニーナ
72. “食べて知る”あなたの地域野菜
73. チーム木念人
76. 中越ケーナサークル
77. 中越市民防災安全士会
78. 中越市民防災安全士会女性部

シュークリーム
79. 塚山みんな食堂
80. ツクリテイデア実行委員会
81. つなごー手
82. 椿の森倶楽部
87. てらどまり若者会議～波音～
88. 寺子屋キッズ
89. 寺泊総合型スポーツクラブてらスポ！
90. ど田舎○ごとがんばり隊
91. 闘牛と錦鯉の伝統文化を楽しむ会
92. トキめき新潟卓球協議会
94. 栃尾表町雁木の駅
95. ともぷらす mishima

97. NDSP(長岡・ダンス・ソング・プロジェクト)

99. 長岡アメリカンフェスティバル実行委員会
101. 長岡いいねっかプロジェクト



索引（活動分野順）
▼子育て
10. ATC（アルプスアルパイン卓球クラブ）
11. 特定非営利活動法人SST交流会
13. 越後ながおか語り座ネット
14. 絵本の家「ゆきぼうし」
17. まちの駅 和紙の駅
20. がぁがぁがぁるず
22. 楽団ベルバラ
25. 紙芝居塾（ながおか紙芝居ドン！パラリン）
32. KNH（京都長岡東山）五色百人一首クラブ

レッドキャッツ
34. クラフト・パフェ
36. 一般財団法人言語交流研究所

ヒッポファミリークラブ
46. 子どもみらい食堂
56. 障がい児ママサポートかけはし～長岡～
71. NPO法人 多世代交流館になニーナ
74. チャレンジスタープロジェクト長岡
75. チャレンジライフ
79. 塚山みんな食堂
81. つなごー手
82. 椿の森倶楽部
85. Technical Education Circle
87. てらどまり若者会議～波音～
88. 寺子屋キッズ
91. 闘牛と錦鯉の伝統文化を楽しむ会
95. ともぷらすMishima

97. NDSP(長岡・ダンス・ソング・プロジェクト)

101. 長岡いいねっかプロジェクト
103. 長岡おやこ劇場
110. Nagaoka Sound Base HONMARU
122. 長岡友の会
132. 長岡民話の会
137. 新潟県中越大地震

「女たちの震災復興」を推進する会
138. 新潟県の整理収納アドバイザー become

139. NPO法人 新潟スポーツアクト
140. 新潟で水中ホッケーを推進する会
145. 発達障がいのためのコロロ親子の会
150. ひきこもりの子をもつ親の会「すだちの杜」
151. ひだまりハウス

～発達障がい児を支える家族会～
152. 男女（ひと）がともに生きる社会を進める

F&Mながおか市民会議
156. フードバンクながおか
157. for MAMA
158. 不登校の親の会｢つながりサロン｣
162. NPO法人 学びスペースあうるの森
163. ままカフェ
185. 総合型クラブY-GETS

▼社会福祉
1. Iris
8. 認定NPO法人UNE

11. 特定非営利活動法人SST交流会
13. 越後ながおか語り座ネット
15. MOA健幸スマイルくらぶ
19. オンザロックオーケストラ
20. がぁがぁがぁるず
22. 楽団ベルバラ
25. 紙芝居塾（ながおか紙芝居ドン！パラリン）
27. 環境みらい里山クリエイト
30. NPO法人 キズナの森
31. 九条を守る長岡の会
33. クッキング泉
34. クラフト・パフェ

35. K-BOX
38. NPO法人ゴーイングオンサポートシステム
46. 子どもみらい食堂
51. NPO法人 Cサポート
57. 祥扇会
59. 女声アンサンブル ラ☆ルミネ
60. シルバースマホ教室「こまいぬ」
68. 創造工房 コスモス
70. ダイバーシティ&インクルージョン
71. NPO法人 多世代交流館になニーナ
73. チーム木念人
75. チャレンジライフ
79. 塚山みんな食堂
83. T_R_Workers_NAGAOKA

85. Technical Education Circle
87. てらどまり若者会議～波音～
93. 特別養護老人ホーム こしじの里

地域交流推進委員会
96. なうネット長岡
101. 長岡いいねっかプロジェクト
102. ながおか医療生協 フィットネスレインボー
106. 長岡キャリアコンサルタント・ネットワーク
108. 長岡傾聴ボランティアサークル
109. 長岡健康生きがい創生ネットワーク
121. NPO法人

ながおかたすけあいネットＢＥライフ
123. 長岡二響の会
124. ながおか認知症の人と笑顔でい隊
126. 長岡ノルディックウォーキングクラブ
132. 長岡民話の会
138. 新潟県の整理収納アドバイザーbecome

145. 発達障がいのためのコロロ親子の会
149. NPO法人ピアの森・狐遊庭
150. ひきこもりの子をもつ親の会「すだちの杜」
151. ひだまりハウス

～発達障がい児を支える家族会～
152. 男女（ひと）がともに生きる社会を進める

F&Mながおか市民会議
153. ひとのわ・ルナの会
154. 向日葵の会（摂食障害親の会）
155. NPO法人 ピュアはーと
156. フードバンクながおか
157. 不登校の親の会｢つながりサロン｣
160. 股旅あい好会
162. NPO法人 学びスペースあうるの森
165. 未来の石坂を語る会
167. みんなの認知症予防ゲーム（あおーねの会）
168. 民謡すみれ会
178. NPO法人 夢ハウスけやきの家
187. NPO法人 和島ライフ・ケア協会

▼文化芸術
2. アコースティックゴスペル温野菜
3. あなたの町でカラオケドンドン実行委員会
4. アフリカンフェスタ！inながおか実行委員会
5. いけばな小原流長岡支部
6. 12.8慰霊の花火打上げ実行委員会
9. 浦瀬町奏楽保存会
13. 越後ながおか語り座ネット
15. MOA健幸スマイルくらぶ
17. まちの駅 和紙の駅
19. オンザロックオーケストラ
21. 外国人支援団体 風神
22. 楽団ベルバラ
23. 竹あかり かぐや
25. 紙芝居塾（ながおか紙芝居ドン！パラリン）



索引（活動分野順）
26. KAWA ROCK
27. 環境みらい里山クリエイト
29. 特定非営利活動法人KISS

32. KNH（京都長岡東山）五色百人一首クラブ
レッドキャッツ

34. クラフト・パフェ
35. K-BOX
36. 一般財団法人 言語交流研究所

ヒッポファミリークラブ
41. 越の国室内合唱団 VOX ORATTA

42. 瞽女唄ネットワーク
44. 琴・三味線・和楽器全般 越路琴製造組合
47. コミュニティシネマ長岡
48. 混声合唱ラ・ルシオル
50. 茶道裏千家淡交会 中越青年部
55. ジョイフルスプリングゴスペルクワイヤ
57. 祥扇会
58. 情報の駅 にこっと
59. 女声アンサンブル ラ☆ルミネ
67. 草月流 春美会
70. ダイバーシティ&インクルージョン
74. チャレンジスタープロジェクト長岡
76. 中越ケーナサークル
80. ツクリテイデア実行委員会
82. 椿の森倶楽部
84. TWE Big Band

85. Technical Education Circle
87. てらどまり若者会議～波音～
96. なうネット長岡
97. NDSP(長岡・ダンス・ソング・プロジェクト)

99. 長岡アメリカンフェスティバル実行委員会
100. 長岡アロハクラブ
103. 長岡おやこ劇場
109. 長岡健康生きがい創生ネットワーク
110. Nagaoka Sound Base HONMARU
111. 長岡市アカペラサークルハモろう亭
112. 長岡市茶道文化協会
115. 長岡市民合唱団
116. ながおか史遊会
119. 長岡造形大学

輪太鼓衆 転太鼓舞（てんてこ舞）
123. 長岡二響の会
129. 長岡ペンクラブ
130. （公社）長岡法人会
131. NPO法人 ながおか未来創造ネットワーク
132. 長岡民話の会
133. 長岡らんちゅう会
148. 花火の駅・長岡花火ワールド悠
149. NPO法人ピアの森・狐遊庭
159. 平和の森コンサート実行委員会
160. 股旅あい好会
166. ミライ発酵本舗株式会社
168. 民謡すみれ会
174. まちの駅 森の仲人「千の森」
176. 優香の会
183. エレクトーン＆リコーダー ひなたぼっこ
184. リコーダー音楽部
186. NPO法人 和島夢来考房
188. 和太鼓チーム 川躍鼓

▼スポーツ
10. ATC（アルプスアルパイン卓球クラブ）
30. NPO法人キズナの森
32. KNH（京都長岡東山）五色百人一首クラブ

レッドキャッツ
65. スポーツ吹矢発祥記念館
66. NPO法人 生命の貯蓄体操普及会長岡支部
87. てらどまり若者会議～波音～
89. 寺泊総合型スポーツクラブ てらスポ！
91. 闘牛と錦鯉の伝統文化を楽しむ会
92. トキめき新潟卓球協議会
96. なうネット長岡
98. 長岡蒼紫スポーツクラブ
99. 長岡アメリカンフェスティバル実行委員会
102. ながおか医療生協 フィットネスレインボー
109. 長岡健康生きがい創生ネットワーク
118. 一般社団法人 長岡青年会議所
126. 長岡ノルディックウォーキングクラブ
127. 一般社団法人長岡市パークゴルフ協会
131. NPO法人 ながおか未来創造ネットワーク
139. NPO法人 新潟スポーツアクト
140. 新潟で水中ホッケーを推進する会
142. 一般社団法人ネクストヒューマンリソース
149. NPO法人ピアの森・狐遊庭
174. まちの駅 森の仲人「千の森」
177. 湯と食とやすらぎの駅
185. 総合型クラブY-GETS

▼自然環境
1. Iris
8. 認定NPO法人 UNE

14. 絵本の家「ゆきぼうし」
15. MOA健幸スマイルくらぶ
24. 上川西桜ロードの会
27. 環境みらい里山クリエイト
29. 特定非営利活動法人KISS

30. NPO法人 キズナの森
36. 一般財団法人言語交流研究所

ヒッポファミリークラブ
40. 公益財団法人こしじ水と緑の会
63. 水道タンク友の会
70. ダイバーシティ&インクルージョン
71. NPO法人 多世代交流館になニーナ
73. チーム木念人
75. チャレンジライフ
82. 椿の森倶楽部
87. てらどまり若者会議～波音～
90. ど田舎○ごとがんばり隊
91. 闘牛と錦鯉の伝統文化を楽しむ会
95. ともぷらすMishima

107. 長岡クリーンクラブ
110. Nagaoka Sound Base HONMARU
114. 長岡・自然エネルギーを考える会
125. 長岡の橋をきれいにする会
135. 新潟県越路「大地の会」
136. NPO 新潟県山野草をたずねる会
138. 新潟県の整理収納アドバイザーbecome

143. nowa（長岡地域女性農業者コミュニティ）
149. NPO法人ピアの森・狐遊庭
152. 男女（ひと）がともに生きる社会を進める

F&Mながおか市民会議
164. 三島ライトアップ実行委員会
170. まちの駅 名水縄文雪つららの水
173. 「森・里・海をつなぐ川」の会
187. NPO法人 和島ライフ・ケア協会



索引（活動分野順）
▼防災
30. NPO法人 キズナの森
37. NPO法人 建築・住教育研究会

ー10分の１組立住宅模型を使った
62. 森林インストラクターと市民有志
70. ダイバーシティ&インクルージョン
73. チーム木念人
77. 中越市民防災安全士会
78. 中越市民防災安全士会女性部シュークリーム
79. 塚山みんな食堂
80. T_R_Workers_NAGAOKA
87. てらどまり若者会議～波音～
118. 一般社団法人 長岡青年会議所
135. 新潟県越路「大地の会」
137. 新潟県中越大地震

「女たちの震災復興」を推進する会
138. 新潟県の整理収納アドバイザー become

152. 男女（ひと）がともに生きる社会を進める
F&Mながおか市民会議

186. NPO法人和島夢来考房

▼国際交流
1. Iris
4. アフリカンフェスタ！inながおか実行委員会
6. 12.8慰霊の花火打上げ実行委員会
8. 認定NPO法人 UNE

15. MOA健幸スマイルくらぶ
21. 外国人支援団体 風神
36. 一般社団法人言語交流研究所

ヒッポファミリークラブ
44. 琴・三味線・和楽器全般 越路琴製造組合
47. コミュニティシネマ長岡
53. 市民活動団体WA!!

65. スポーツ吹矢発祥記念館
71. NPO法人 多世代交流館になニーナ
76. 中越ケーナサークル
87. てらどまり若者会議～波音～
91. 闘牛と錦鯉の伝統文化を楽しむ会
99. 長岡アメリカンフェスティバル実行委員会
100. 長岡アロハクラブ
101. 長岡いいねっかプロジェクト
109. 長岡健康生きがい創生ネットワーク
152. 男女（ひと）がともに生きる社会を進めるF&M

ながおか市民会議
164. 三島ライトアップ実行委員会
168. 民謡すみれ会
169. 長岡技術科学大学留学生生活支援

ボランティアグループ むつみ会
174. まちの駅 森の仲人「千の森」

▼その他
6. 12.8慰霊の花火打上げ実行委員会
7. ウィメンズヘルスlab

8. 認定NPO法人 UNE

12. 越後古材
18. おとなのための勉強会
23. 竹あかり かぐや
43. NPO法人 骨髄バンク命のアサガオにいがた
52. シェア飯長岡
58. 情報の駅 にこっと
64. スプーンフィールド
71. NPO法人 多世代交流館になニーナ
72. “食べて知る”あなたの地域野菜
90. ど田舎○ごとがんばり隊

92. トキめき新潟卓球協議会
105. ながおか技術教育支援機構
117. NPO法人

長岡ジュニアユースフットボールクラブ
120. まちの駅 長岡大学
122. 長岡友の会
130. （公社）長岡法人会
133. 長岡らんちゅう会
134. 長岡良寛の会
141. 新潟県発動機愛好会
143. nowa（長岡地域女性農業者コミュニティ）
144. NPO法人 BAS長岡
157. for MAMA
165. 未来の石坂を語る会
171. まちの駅 もてなし家
175. やまこし復興交流館 おらたる



索引（活動地域順）
84. TWE Big Band

85. Technical Education Circle
88. 寺子屋キッズ
91. 闘牛と錦鯉の伝統文化を楽しむ会
92. トキめき新潟卓球協議会
96. なうネット長岡
97. NDSP(長岡・ダンス・ソング・プロジェクト)

98. 長岡蒼紫スポーツクラブ
99. 長岡アメリカンフェスティバル実行委員会
100. 長岡アロハクラブ
101. 長岡いいねっかプロジェクト
102. ながおか医療生協フィットネスレインボー
103. 長岡おやこ劇場
104. 長岡観光ボランティアガイドの会
105. ながおか技術教育支援機構
106. 長岡キャリアコンサルタント・ネットワーク
107. 長岡クリーンクラブ
108. 長岡傾聴ボランティアサークル
109. 長岡健康生きがい創生ネットワーク
110. Nagaoka Sound Base HONMARU
111. 長岡市アカペラサークルハモろう亭
112. 長岡市茶道文化協会
113. 長岡市政を見つめる会
114. 長岡・自然エネルギーを考える会
115. 長岡市民合唱団
116. ながおか史遊会
117. NPO法人

長岡ジュニアユースフットボールクラブ
118. 一般社団法人 長岡青年会議所
119. 長岡造形大学

輪太鼓衆転太鼓舞（てんてこ舞）
120. まちの駅 長岡大学
121. NPO法人

ながおかたすけあいネットＢＥライフ
122. 長岡友の会
123. 長岡二響の会
124. ながおか認知症の人と笑顔でい隊
125. 長岡の橋をきれいにする会
126. 長岡ノルディックウォーキングクラブ
127. 一般社団法人長岡市パークゴルフ協会
128. 長岡ハンドメイド部 はつめ
129. 長岡ペンクラブ
130. （公社）長岡法人会
131. NPO法人 ながおか未来創造ネットワーク
132. 長岡民話の会
133. 長岡らんちゅう会
134. 長岡良寛の会
136. NPO新潟県山野草をたずねる会
137. 新潟県中越大地震

「女たちの震災復興」を推進する会
138. 新潟県の整理収納アドバイザー become

140. 新潟で水中ホッケーを推進する会
142. 一般社団法人ネクストヒューマンリソース
143. nowa（長岡地域女性農業者コミュニティ）
144. NPO法人 BAS長岡
145. 発達障がいのためのコロロ親子の会
148. 花火の駅・長岡花火ワールド悠
149. NPO法人ピアの森・狐遊庭
151. ひだまりハウス

～発達障がい児を支える家族会～
152. 男女（ひと）がともに生きる社会を進める

F&Mながおか市民会議
153. ひとのわ・ルナの会
154. 向日葵の会（摂食障害親の会）
155. NPO法人 ピュアはーと
156. フードバンクながおか

▼旧長岡市内
1. Iris
3. あなたの町でカラオケドンドン実行委員会
4. アフリカンフェスタ！ in ながおか実行委員会
5. いけばな小原流長岡支部
6. 12.8慰霊の花火打上げ実行委員会
7. ウィメンズヘルスlab
9. 浦瀬町奏楽保存会
10. ATC（アルプスアルパイン卓球クラブ）
11. 特定非営利活動法人SST交流会
15. MOA健幸スマイルくらぶ
18. おとなのための勉強会
19. オンザロックオーケストラ
20. がぁがぁがぁるず
21. 外国人支援団体風神
22. 楽団ベルバラ
23. 竹あかりかぐや
24. 上川西桜ロードの会
25. 紙芝居塾（ながおか紙芝居ドン！パラリン）
27. 環境みらい里山クリエイト
28. 神田・新町地区地域振興推進協議会
31. 九条を守る長岡の会
32. KNH（京都長岡東山）

五色百人一首クラブ レッドキャッツ
33. クッキング泉
34. クラフト・パフェ
36. 一般財団法人言語交流研究所

ヒッポファミリークラブ
37. NPO法人建築・住教育研究会

ー10分の１組立住宅模型を使った
39. まちの駅 古事記.com＆越後通信編集室
41. 越の国室内合唱団 VOX ORATTA
42. 瞽女唄ネットワーク
43. NPO法人 骨髄バンク命のアサガオにいがた
45. 子どもの健康と未来を守る会
46. 子どもみらい食堂
47. 混声合唱ラ・ルシオル
48. コミュニティシネマ長岡
50. 茶道裏千家淡交会中越青年部
51. NPO法人 Cサポート
52. シェア飯長岡
53. 市民活動団体WA!!

54. NPO法人 市民協働ネットワーク長岡
55. ジョイフルスプリングゴスペルクワイヤ
56. 障がい児ママサポートかけはし～長岡～
58. まちの駅 情報の駅 にこっと
59. 女声アンサンブルラ☆ルミネ
60. シルバースマホ教室「こまいぬ」
61. しろうまる食堂
62. 森林インストラクターと市民有志
63. 水道タンク友の会
64. スプーンフィールド
65. スポーツ吹矢発祥記念館
66. NPO法人 生命の貯蓄体操普及会長岡準支部
67. 草月流 春美会
69. ソラヒト日和
71. NPO法人 多世代交流館になニーナ
73. チーム木念人
74. チャレンジスタープロジェクト長岡
75. チャレンジライフ
76. 中越ケーナサークル
77. 中越市民防災安全士会
78. 中越市民防災安全士会女性部シュークリーム
80. ツクリテイデア実行委員会
81. つなごー手
83. T_R_Workers_NAGAOKA



索引（活動地域順）
157. for MAMA
158. 不登校の親の会｢つながりサロン｣
159. 平和の森コンサート実行委員会
160. 股旅あい好会
161. NPO法人 まちなか考房
162. NPO法人 学びスペースあうるの森
163. ままカフェ
165. 未来の石坂を語る会
166. ミライ発酵本舗株式会社
167. みんなの認知症予防ゲーム（あおーねの会）
169. 長岡技術科学大学留学生生活支援

ボランティアグループ むつみ会
172. ものづくり工房 AKEBi

181. まちの駅よってげさ
182. よもぎひら雪想灯実行委員会
183. エレクトーン＆リコーダー ひなたぼっこ
184. リコーダー音楽部

▼中之島
30. NPO法人 キズナの森
147. 花の輪クラブ
178. NPO法人 夢ハウスけやきの家

▼与板
68. 創造工房コスモス
176. 優香の会
179. 与板町歴史ボランティアガイド会

▼寺泊
78. てらどまり若者会議～波音～
80. 寺泊総合型スポーツクラブてらスポ！

▼三島
51. NPO法人 Cサポート
95. ともぷらす Mishima

146. 花咲けみしま実行委員会
164. 三島ライトアップ実行委員会
170. まちの駅 名水縄文雪つららの水

▼和島
57. 祥扇会
82. 椿の森倶楽部
171. まちの駅もてなし家
186. NPO法人 和島夢来考房
187. NPO法人 和島ライフ・ケア協会

▼越路
12. 越路古材
38. NPO法人ゴーイングオンサポートシステム
40. 公益財団法人こしじ水と緑の会
44. 琴・三味線・和楽器全般越路琴製造組合
49. まちの駅酒蔵のある里
79. 塚山みんな食堂
86. 手作り漬物の駅
93. 特別養護老人ホームこしじの里

地域交流推進委員会
135. 新潟県越路「大地の会」
139. NPO法人 新潟スポーツアクト
141. 新潟県発動機愛好会
168. 民謡すみれ会
174. まちの駅森の仲人「千の森」

▼小国
17. まちの駅 和紙の駅
29. 特定非営利活動法人KISS

180. まちの駅養楽館
170. まちの駅和紙の駅

▼川口
26. KAWA ROCK
173. 「森・里・海をつなぐ川」の会
188. 和太鼓チーム 川躍鼓

▼山古志
175. やまこし復興交流館 おらたる
177. 湯と食とやすらぎの駅
185. 総合型クラブY-GETS

▼栃尾
8. 認定NPO法人 UNE

72. “食べて知る”あなたの地域野菜
90. ど田舎○ごとがんばり隊
94. 栃尾表町雁木の駅

▼長岡市外
14. 絵本の家「ゆきぼうし」
35. K-BOX
36. 一般財団法人言語交流研究所

ヒッポファミリークラブ
154. 向日葵の会（摂食障害親の会）



SDGs（持続可能な開発目標）について

協働マッチングリストのそれぞれの団体ページには、

その団体が取り組んでいる、または関連しているSDGs

の目標を掲載しています。

SDGs（Sustainable Development Goals：持続可能な開発

目標）とは、2015年の国連サミットで採択された、

2030年までに世界の様々な社会課題の解決を目指す17

の目標のこと。

世界で取り組むSDGsにも、地域で取り組む市民活動に

も「誰一人取り残さない」という同じ想いが込められ

ています。



Iris 

● 

私達は SNS を中心として活動している長岡市出身の学生です。同世代の

SDGs に対する意識を変えることを目的とし、毎週インスタグラムを更新し

ています。内容は、SDGs に関連していて、商品や豆知識など幅広く紹介し

ています。今後は地元の活動や団体様などをご紹介させて頂こうと考えてい

ます。 

SNS での団体や活動のご

紹介 

1 

  

 ●   ● ●  

   ● ● 

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

 

 



アコースティックゴスペル温野菜 

● 

クラシックギター一本の伴奏でゴスペルを唄っています。心温まる癒しのハ

ーモニーをお届けします。 

一緒に歌うこと、伴奏す

ること。 

2 

  

  ●     

  ●   

    ● ●     ●  

 

 



あなたの町で 

カラオケドンドン実行委員会 

 

私どもは、プロ歌手及びアマチュアの歌や踊り自慢の集まりで、長岡市はも

ちろん県内外の特養ホームや高齢者センターを慰問したり、温泉ホテルで歌

謡ショーを依頼計画して活動しています。 

・各施設への慰問 

・町内のお祭りゲスト 

 

3 

  

  ●     

     

            

 

 



アフリカンフェスタ！ 

 in ながおか実行委員会 

● 

アフリカや世界の文化を紹介して楽しみ、ケニアで子どもたちの生活支援を

している NGO「モヨ・チルドレン・センター」の活動資金を集めるアフリ

カンフェスタ！in ながおかを開催しています。 

アフリカを始めとして、

世界の文化やニュースに

ついての情報発信、講演 

4 

会員 
ボラン
ティア 

  ●   ●  

● ● ● ● ● 

● ●   ● ●  ●   ●  

 

 



いけばな小原流長岡支部 

 

年間 6 回、研修会を開催し、支部会員の勉強をし本部より講師をお呼びして

講習を行っています。 

2 年に 1 回みんなの花展を開催し全員参加を目指し花展をやっています。 

 

各種団体とのコラボ（お

花のある空間等の演出） 

5 

会員 
ボラン
ティア 

  ●     

     

     ●       

 

 



12.8 慰霊の花火打上げ実行委員会 

● 

『世界中の爆弾をすべて花火にかえよう！』をスローガンに戦争犠牲者への

慰霊と世界平和の願いを込めた「祈りの花火」=白菊・金禿を日米開戦日に

打上げる。真珠湾攻撃の総指揮官・山本五十六の出生地である長岡から世界

に向けて平和を発信する。 

 

小学生たちの平和教育の一環で、「なぜ

12 月 8 日に白菊を打上げるのか？」「長

岡花火に込められた人々の想い」を伝え

ている／「長生橋を愛する会」との関わ

りで、長岡空襲に耐え抜いた「長生橋の

歴史」や「ライトアップを始めた理由」

「ライトアップカラーに込められた想

い」などを伝えている。 

6 

会員  

  ●   ● ● 

     

    ●      ●  

 

 



ウィメンズヘルス lab 

 

認定 NPO 法人乳房健康研究会ピンクリボンアドバイザーより乳がん・子宮

がんについて基礎知識を学び、検診を受ける大切さを伝える出前講座を開催

します。希望があれば、乳がん当事者の体験を聞いたり、乳がん模型を使用

した自己検診方法の説明と実施を行います。 

・地域での健康イベント

への参加 

・企業や学校等の健康教

育での出前講座 

7 

会員  

      ● 

  ●   

            

 

 



認定 NPO 法人 UNE 

● 

UNEHAUS は、障害者、生活困窮者、高齢者など誰でもが気軽にそして自

由に活動できる田舎にある施設です。無料送迎もしていますので、興味のあ

る方はぜひお越しください。待っています。 

2021 年度よりキッチンカ

ーを導入、イベント等へ

かき氷当を販売、提供に

伺えます。 

8 

会員 
ボラン
ティア 

 ●   ● ●  

     

            

 

 



浦瀬町奏楽保存会 

● 

浦瀬町奏楽保存会の特徴 

・明治時代より受け継がれてきた神楽舞を 20 演目程度祭礼で奉納。年２回

（５月、８月の祭礼） 

・小学女子児童による稚児舞を含め 3 演目も継承。 

・気さくなメンバーで何でも話せる雰囲気です。 

・町外の祭礼での 

神楽舞実演 

・小中学生への神楽舞指導 

・イベント出演 

9 

会員  

  ●     

     

            

 

寄付 



ATC(アルプスアルパイン卓球クラブ） 

● 

卓球クラブですが、子どもたちに普段できない遊びや体験を提供していま

す。 

竹水鉄砲作り体験＆合戦／

ラート体験／マジックショ

ー＆体験／バルーンアート

体験 ※材料費は参加者負

担、イベント出張可 

10 

  

●   ●    

     

            

 

 



特定非営利活動法人 SST 交流会 

● 

山本五十六の格言「やって見せ、言って聞かせて、させてみせ、ほめてやら

ねば人は動かじ」をソーシャル・スキルズ・トレーニングのやり方で練習

し、なりたい自分になる。自分の物事の受け止め方や考え方の癖を知り、怒

りのコントロール、よいとこ探し、褒められ体験、気分転換法等で、より良

い生活へチャレンジする。 

ソーシャル・スキルズ・トレーニン

グの理論と実技／怒りのコントロー

ルと気分転換法、魔法の言葉探し、

マインドフルネス。自立訓練法／

SST（ソーシャル・スキルズ・トレ

ーニング）の出張講座／希望の作り

方、よいとこ探しとほめ方教室 

11 

会員  

● ●      

●  ● ● ● 

  ●  ●      ● ● 

 

 



越後古材 

 

経年で作られた物は二度と作れません。それらを次の世代につなげたい思い

があります。 

・古民家の活用の相談 

・遺品整理の相談 

・倉庫の見学 

12 

  

      ● 

     

            

 

 



越後ながおか語り座ネット 

● 

市内中心で活動する５団体（長岡民話の会、瞽女唄ネットワーク、紙芝居

塾、朗読つどい言の葉、わらべ唄あーそーぼ）により、目的を達成するため

に、アオーレ長岡シアターにて月１回定期公演、年１回特別講演を行う。 

イベントの企画運営／学

校関係への合うトリート

活動 

13 

会員  

● ● ●     

   ●  

            

 

寄付 



絵本の家「ゆきぼうし」 

 

雄大な守門岳を望む地に「自然と子どもと絵本」をテーマにした絵本の家

「ゆきぼうし」があります。 

絵本・童話など 9000 冊あまりの蔵書があり、まわりには散策等できる「フ

ーのきの森」があり、大人から赤ちゃんまでがゆったりした楽しい時間を過

ごしてもらうという目的に賛同したボランティアが活動しています。 

 

・絵本に関連すること 

・森を使ってもらう 

14 

会員  

●    ●   

     

     ●       

 

 



MOA 健幸スマイルくらぶ 

● 

私たちは「美術文化活動」を通して、身近な生活の中で気軽に「美を楽し

む」ことを提案し、「食育自然農法」の活動では、お米を中心とした日本型

食生活を進めています。さらに「統合医療（エネルギー療法）」によって、

スピリチュアルな健康を見つめ心身共に健康な町づくりを目指して取り組ん

でおります。興味のある方は、いつでもお問合せください。 

心と体の健康づくりセミナ

ー／花や茶の湯などを取り

入れた講座の開催／小学校

等での美術品のレプリカを

使っての対話型鑑賞授業 

15 

  

 ● ●  ● ●  

  ●   

            

 

 



おいしいながおか 

● 

『次世代につなげたい“おいしい”』をコンセプトに３つの切り口で活動を展

開していきます。 

①世界に誇る“おいしい” ②移住者が見つける“おいしい” ③新しく伝えた

い“おいしい”  今後、SNS を中心とした情報発信やリアルイベントを開催

していく予定です。 

・イベントの企画運営 

・PR 企画に関する立案・

設計（プランニングの

TIPS）に関する講演 

など 

16 

会員 
ボラン
ティア 

       

● ● ● ● ● 

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

 

 



まちの駅 和紙の駅 

● 

小国地域の特産である和紙の製造元です。いらっしゃるお客様に伝統の技術

を見学・体験してもらい、身近に感じてもらえたらと思います。（紙漉き体

験は要予約です。） 

和紙工作や出張販売がで

きます。 

17 

  

●  ●     

   ●  

 ●    ● ●      

 

 



おとなのための勉強会 

 

おとなのための勉強会は、日々の生活の中でちょっとうまくいかないと感じ

ていることの解決のヒントになるような教養や学びを、専門の講師の方をお

呼びしてセミナーやワークショップ形式で楽しく学ぶ場をつくっています。

また、参加者同士のコミュニケーションを通して、新たな繋りの場もつくっ

ています。 

自己肯定感セミナー 対

話セミナー 話し方セミ

ナー （実績） 

18 

会員  

      ● 

     

            

 

 



オンザロックオーケストラ 

 

1978 年にフルバンドのオーケストラで設立。メンバーは現在、男性 16 名、

女性 4 名の 20 名で活動。 

演奏曲のジャンルは、ダンス音楽、映画音楽、歌謡曲、スイングジャズ、ラ

テンなどです。 

 

イベントでの演奏 

19 

会員  

 ● ●     

     

            

 

 



がぁがぁがぁるず 

● 

「夢は行動する箏で実現する。願いは諦めければ叶う。」をモットーにアイ

ドルになりたいという自分たちの夢、そして地元を元気に活性化させる！す

べての方に勇気と希望のお手伝いの為、2013 年 11 月結成、2014 年 5 月デ

ビュー。80 年代～90 年代の J-POP を中心に、歌と踊りでパフォーマンスす

る。 

・イベントのお手伝い 

・コラボステージ 

20 

 
ボラン
ティア 

● ●      

     

     ●       

 

 



外国人支援団体 風神 

● 

長岡は留学生や技能実習生等、多くの外国人が居住するグローバルな地域で

す。彼らは長岡の資産ですが、彼らと交流しているのは一部の市民と学生し

かいません。イベント等を通して、もっと彼らと市民が交流できる機会を増

やし、外国人と日本人の交流を活性化させ、外国人が住みやすい町長岡を創

りたいと考えています。 

・英語、外国語教育 

・国際交流イベント企画 

・YouTube での発信 

・各国語翻訳、通訳（有

償） 

21 

会員  

  ●   ●  

     

            

 

 



楽団ベルバラ 

● 

私たちは、気持ちは若く向上心に燃える伸び盛りのグループです。 

西片淑子先生にご指導いただき、月 2 回練習しています。はじめは、楽譜も

読めず（今も難しい記号は？？・・）のグループですが、団結して練習し、

福祉施設、病院、アオーレなどで演奏しています。年々、次の目標に向かう

パワーが大きくなっています。 

子どもやお年寄り向けの演奏会、病院等

での演奏会 ※病院関係者からお声掛け

いただきました。施設での面会解除や演

奏 OK を待っています。さらに練習を重

ね、演奏だけでなく手話ダンスや認知症

予防の手遊びなども楽しんでいただきた

いと考えています。（有償） 

22 

  

● ● ●     

  ●   

            

 

 



竹あかり かぐや 

● 

竹灯りグループ「かぐや」 竹を使いランプ等製作して、イベント等で展

示・販売しています。 

会場のデコレーション

（竹灯り） 

23 

会員 
ボラン
ティア 

  ●    ● 

     

            

 

 



上川西桜ロードの会 

● 

渡場町・藤沢町のシンボル的存在である上川西桜ロードの桜並木は約 20 年以上の歳月を掛け地

域住民により維持管理されてきました。 

当団体は、地域に憩いの場を提供しているこの桜並木を保護しつつ、地域住民にさらに広く知っ

ていただき、この場所の利用を推進することで、桜ロードの景観価値の共有と地元地域への関心

及び地元愛の育成に寄与し、子どもたちの思い出づくりに貢献します。 

上川西地域及び地域住民への

広報活動／イベントの企画・

運営協力／地域づくりの場の

コーディネート及びサポート

／地域及びまちづくりに関す

る企画・協力 

24 

会員 
ボラン
ティア 

    ●   

     

     ●    ●   

 

 



紙芝居塾 

（ながおか紙芝居ドン！パラリン） 

● 

毎月２回、トモシアにて定期講習会を行う。 

各団体からの依頼に対応し、紙芝居の上演やイベントの企画、実演活動を行

う。 

紙芝居の企画運営、講

習。 

25 

会員 
ボラン
ティア 

● ● ●     

  ● ●  

          ●  

 

寄付 



KAWA ROCK 

 

KAWA ROCK は、「音楽でまちを元気に！」をスローガンに、川口地域を拠

点に活動する音楽団体です。音楽イベントや音楽スクールを開催していま

す。 

各種イベントで、音楽演

奏をやります。 

26 

会員 
ボラン
ティア 

  ●     

     

     ●       

 

 



環境みらい里山クリエイト 

● 

海の漂着物と町中からでた産業廃棄物等を組み合わせてアート活動をしま

す。ワイヤーを使い親子や職場の仲間と【わがねるアート】に取り組むこと

で環境活動と実生活のすり合わせを行います。SDGs が身近な事だと実感す

るイベントをしています。※わがねるアート・・共同体感覚を感じる事の出

来るワイヤーワーク体験（チームワーク向上） 

・楽しい！SDGs イベン

トの企画運営   

・地域づくり等に関する

講演（有償） 

27 

 
ボラン
ティア 

 ● ●  ●   

  ●   

  ●    ●  ● ● ●  

 

寄付 



神田・新町地区地域振興推進協議会 

● 

神田・新町地域の暮らしを、リノベーションまちづくりの手法で、神田・新

町エリアの価値を高めて、「女性が楽しむまち・はなまち」となるよう活動

しています。また子どもたちが誇れるまちも目指し、大人も子どもも楽しめ

るイベント企画等を展開していきます。 

 

神田・新町地区の空き

家・空き店舗活用／神

田・新町地区のイベント

企画運営 

28 

会員 
ボラン
ティア 

       

     

  ●   ●       

 

 



特定非営利活動法人 KISS 

● 

地域コミュニティ形成のための「場」をつくる活動をしてきました。東京吉

祥寺での KISSCAFE という当時まだなかったコミュニティカフェを運営

し、多くの企画やイベントがそこから生まれました。2000 年ごろ武蔵野市

のコミュティーセンター20 数カ所での「パソコン学習会」を開催。今も地

域に引き継がれ続いている。 

広報（web やチラシ）の

制作、イベントの企画、

地域づくりまちづくりに

関する講演、IT コンサル

ティング 

29 

会員 
ボラン
ティア 

  ●  ●   

     

     ●   ● ●   

 

 



NPO 法人キズナの森 

● 

人と人がつながる「生まれる きずな」 

地域住民が主体となり、キズナの森（刈谷田川防災公園）の維持管理委託を

とおして、防災意識を高めながら、地域のキズナをプロデュースし、地域間

の交流を深めることを目指します。 

 

・水害に関する防災活動 

・キャンプ初心者体験会 

30 

会員 
ボラン
ティア 

 ●  ● ●   

  ●   

     ●       

● 

 



九条を守る長岡の会 

 

空襲を経験した町に住む私たち長岡市民。もう二度と戦争をしないように、

武器や軍隊を持たない、他国との争いごとは話し合いで解決しようと決めた

平和憲法を守りたい。九条は世界の宝。九条を守るという一点で力を合わせ

よう！と集まったゆる～い会です。一人ひとりができる事をまず始めよう！

と地道に粘り強く活動しています。 

様々な特技を持つ会員が

おられるので、講師派遣

や看板づくりなどご相談

ください。（例：空襲を語

る、憲法ミニ講演） 

31 

会員  

 ●      

●  ●  ● 

    ●      ●  

 

 



KNH（京都長岡東山） 

五色百人一首クラブ レッドキャッツ 

● 

長岡市初の五色百人一首を仲間と共に楽しむクラブチームです。五色百人一

首は小倉百人一首を５色に分けて、20 枚ずつ使用します。20 枚で対戦を行

うので、１回約３分で終わり、繰り返し対戦したくなる対戦ゲームです。 

保幼から中学生まで募集しています。また一緒に百人一首を楽しみたい大人

の仲間も募集中です。 

小中学生に五色百人一首

を指導 

32 

会員 
ボラン
ティア 

●  ● ●    

   ●  

            

 

 



クッキング泉 

 

クッキング泉は、概ね５０歳以上の長岡地域で一人暮らしをされている方、

介護をされておられる方、および家庭料理・郷土料理を学びたい方を対象と

し月１回（８月を除く）健康センター(調理室)で料理教室と交流会を行って

います。 

一人暮らしの方、介護をしてい

る方いつでも参加可能です。／

見学、体験もいつでも可能。（概

ね 50 歳以上の方）／高齢者の健

康・生きがい活動をされている

団体とのコラボ 

33 

会員  

 ●      

  ●   

     ●       

 

 



クラフト・パフェ 

● 

お気に入りの写真をおしゃれにかわいく飾って、長期保管ができるスクラッ

プブッキングの魅力をお伝えします。 

手づくり＆工作の好きな方におすすめです。 

 

地域づくり、子育てサー

クルなどのワークショッ

プ（材料：有償） 

34 

会員  

● ● ●     

     

     ●       

 

 



K-BOX 

● 

K-BOX は、心の病を抱えた方や引きこもりの方などがプロデュースを受けて、アーティストやタ

レントとして所属しているプロダクションです。現在「MUSIC」「PERFORMANCE」

「TALENT」「ART」の 4 部門で構成されており、プロデュースは癒し系表現者として活動してい

る Kacco が担当しています。設立当初の 2003 年より多数のメディアに登場し、2015 年には

NHK・E テレ「ハートネット TV」で全国放送されて話題になりました。 

 

心の病やひきこもりなど生きづらさを持

った方たちへの講演会（有償）※相談に

応じます。／心の病やひきこもりのご家

族向けの講演会（有償）※相談に応じま

す。／イベント・ライブの企画、運営／

楽曲提供／イベント出演、出店（ハンド

メイドショップ、似顔絵屋さん）／作品

展の企画、運営／イベント司会 

35 

会員 
ボラン
ティア 

 ● ●     

  ●   

    ● ●       

 

寄付 



一般財団法人 言語交流研究所 

ヒッポファミリークラブ 

● 

言語交流研究所・ヒッポファミリークラブとは、国や人種の違いを越えて、どんなことばを話す人ともコミュニケーシ

ョンができるようになれたら・・・。そんな思いから 1981 年、多言語（いくつものことば）を、自然習得（母語の習

得のプロセス）するヒッポファミリークラブは誕生しました。本来、人間誰もが「どんなことばでも」「いくつでも」

話せるようになる自然のチカラを持っています。世界の半分以上の国では３つ以上のことばが話されています。ヒッポ

はそんな国々の「多言語の環境」の中で育った赤ちゃんのように誰でもいくつでも話 

小学校の外国語授業で世

界のことばや音楽での遊

び／子育て支援センター

での世界のことばや音楽

での遊び 

36 

会員  

●  ●  ● ●  

● ● ● ● ● 

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

 

 



NPO 法人建築・住教育研究会 

－10 分の 1 組立住宅模型を使った 

 

本法人は、小中高校生を対象に建築の耐震化の仕組みや省エネの方法を体験

的に理解し、その知識を一生持ち続けられるような教育方法を研究として領

域横断型、アクティブラーニング、可視化をキーワードに実践し、それに伴

う事業を行うことを目的とします。 

 

小学生、中学生、高校生を対象に建築講座

（一部費用負担あり）／社員研修会、勉強会

などとしての建築講座（一部費用負担あり）

／家庭課教育の研修会、家庭科の授業での活

用（一部費用負担あり）／1/10 組立住宅模型

などの利用（会員サービス）／NPO 本部の展

示スペースの利用、図書室の利用（会員サー

ビス）※会員サービスは場合があります。 

37 

会員  

       

     

     ●       

● 

 



NPO 法人 

ゴーイングオンサポートシステム 

 

2 人の理事にて小回り良く活動しています。現在 3 組目のサポート相談を受

けました。あせらず、一人住まいの老人、ご夫婦の心配事の孜う段にサポー

ト魂で対応します。 

 

38 

会員  

 ●      

  ●   

    ●      ●  

 

 



まちの駅 

古事記.com&越後通信編集室 

● 

古事記最古の写本「真福寺本古事記」や校勘本「道菓本古事記」、本居宣長

「真刻古事記」などの資料や現代の刊行本、研究書など数百点を常設展示。

日本の古代史に関心をお持ちの方はぜひお立ち寄りください。 

・古代日本史（8 世紀初

頭）の講座の開催・講演

（有料） 

・写真撮影（有料） 

39 

  

       

   ●  

    ● ●     ●  

 

 



公益財団法人 

こしじ水と緑の会 

 

以下の６つの公益事業を行っています。 

１．自然保護助成基金 ２. 自然環境のモニタリング調査（モニタリング

サイト 1000） ３. 河川の調査研究 ４. 自然学校 

５. 普及啓発 ６. 里山の利活用 

民間団体と個人が行う新

潟県内の自然環境の保全

活動や調査研究活動に関

する資金助成（毎年 11/1

～1/20 に募集） 

40 

会員  

    ●   

     

         ●   

 

 



越の国室内合唱団  

VOX ORATTA 

 

「ORATTA」とは「私たち」という意味の方言をラテン語に転用したもの。 

 自分たちにしか歌えない歌声を同世代の人々に届けようという願いを込め

て、2011 年に結成しました。 

 仁階堂孝氏を常任指揮者に迎え、コンクールや合唱祭への参加、小中学校

招待演奏等を通じ、充実した音響の実現に向けて活動しています。 

 

訪問演奏 

41 

会員  

  ●     

   ●  

     ●       

 

 



瞽女唄ネットワーク 

 

瞽女唄の普及・継承活動を行っています。平成 3 年発足以来、市内・県内を

中心に伝統芸能としての魅力・音楽的価値を伝えてきました。 

また、瞽女唄ネットワークでは、瞽女唄公演活動を主催する他に、会員に送

付する機関紙「瞽女唄ネットワーク通信」紙上で瞽女や瞽女唄などの記事を

掲載し、これらの知識普及に努めています。 

イベントでの演奏 

42 

会員  

  ●     

     

            

 

 



NPO 法人 

骨髄バンク命のアサガオにいがた 

 

最初は、家族の想いの行き場づくりをと思い設立しました。 

現在は、骨髄バンクへのドナー登録を増やすための普及活動や、病院の家族

会との意見交換などを行っています。 

命のアサガオ活動では、団体の会長の白血病で亡くなった息子さんが大事に

育てていた種を配布し、アサガオの種を通して命のリレーをしています。 

 

43 

会員 
ボラン
ティア 

      ● 

     

            

 

 



琴・三味線・和楽器全般 

越路琴製造組合 

● 

1961 年創業長岡越路地区を拠点とした全国有数のお琴製造メーカーです。

人間国宝や浜松市器博物館にも納品実績があります。是非、お琴の音色をお

楽しみください。 

・イベントの企画運営 

・演奏家の紹介（有償） 

・工場見学（無償） 

44 

会員  

  ●   ●  

   ●  

            

 

 



子どもの健康と未来を守る会 

 

ママやパパが子育てにいきづまり、インターネットで調べても様々な情報が

あり、選択することが難しいこともある。そんな子育ての中で出てくる“ギ

モン”を解消できるような情報を発信、企画しています。 

 

45 

  

       

     

     ●       

 

 



子どもみらい食堂 

● 

「子どもみらい食堂」は、長岡市中央図書館そばにおいて、毎月第 4 土曜日、地域に住む方々の子育て支援の一環とし

て、食育推進、子どもたちの孤食支援や虐待防止や学習支援、そして皆で食事をし、リラックスできる居場所として開

催しています。子どもがひとりでも、親子一緒でも、大人の方おひとりでも、どなたでもお気軽にご参加ください。子

ども食堂のあとは、幼児・小学生向けに英会話教室外国語講師、小学校英語指導有資格者による英語アクティビティ

「英語であそぼう！」（無料）、中学生向け学習支援「宿題サポカフェ」（無料）も開催中。 

市内子ども食堂のネットワー

クの場のコーディネートや、

研修会の開催／学校や団体、

ボランティアなど、子ども食

堂に関心のある方への説明や

発表 

46 

会員 
ボラン
ティア 

● ●      

     

            

 

 



コミュニティシネマ長岡 

 

毎年 9 月に長岡リリックホールでながおか映画祭を開催しています。作品や

ゲストを選んでポスターやチラシを作って宣伝したり SNS で広めます。当

日だけのお手伝いでも構いません。仲間になって映画を楽しみましょう！ 

映画上映に関すること 

47 

会員 
ボラン
ティア 

  ●   ●  

● ●   ● 

    ●   ●   ● ● 

 

 



混声合唱ラ･ルシオル 

 

長岡越路地区を拠点とし活動しています。 

「ラ・ルシオル」とは、フランス語でホタルを意味します。里山に集うホタ

ルが見せるやさしい素朴な柔らかい光の舞いのように、どこか人の心を和ま

せるハーモニーを奏でたい。ホタルの名をいただいた私たちはそう思ってい

ます。 

・イベントへの参加 

48 

会員  

  ●     

     

            

 

 



まちの駅 

酒蔵のある里 

● 

蔵元・朝日酒造の前にあり「米・酒・粕・麹」をコンセプトにお酒の販売・

試飲や酒蔵スイーツ、地元の食文化を皆様にお届けします。 

・同店エントランスホー

ルレンタル 

・イベント出張（試飲や

酒肴の提案） 

49 

  

       

  ●  ● 

●     ●      ● 

 

 



茶道裏千家淡交会 

中越青年部 

 

裏千家淡交会中越青年部では、日本の伝統文化である「茶道」を身近に感じていただけるように、中越地

区の各種イベント会場にてお抹茶のふるまい（菓子付き）を行っています。仲間と一緒に創意工夫をして

茶席を創り上げたり、茶道にまつわる研修を企画したり、とても楽しくやりがいがあります。おもてなし

の心は、日ごろのお稽古から育まれていくものだと思います。礼儀作法を身に付け、季節や相手によって

様々なお点前（所作）がある事を学びます。お稽古を始めてみたい方、ぜひお気軽にご連絡ください！ 

美味しいお茶と菓子のふるま

い（実費）／裏千家茶道の簡

単なレクチャー（実費）／

「茶の湯」を活かした和の空

間づくりなど（実費） 

50 

  

  ●     

   ●  

      ●    ●  

 

 



NPO 法人 C サポート 

 

スペシャルニーズな人・子どもを社会へとつなげ、「仲間・協働」の社会を

目指します。 

また、社会参加できる新しい終了のかたちとなるよう中間的就労をともに進

めていきましょう。 

障がい者（児）の芸術・

文化活動やイベントの企

画等 

51 

会員 
ボラン
ティア 

 ●      

●  ● ●  

    ●        

 

 



シェア飯長岡 

 

参加者が手作り、または買った「一品」を持ち寄ってみんなでご飯を食べる

イベント「シェア飯」を新潟県長岡市で開催しているコミュニティです。 

毎月十三日（メシの日）の定期イベントのほか、不定期で突発シェア飯やお

出かけなどをしています。 

 

おもしろい人紹介できま

す 

52 

会員 
ボラン
ティア 

      ● 

● ● ●   

  ●  ● ● ●      

 

 



市民活動団体 WA!! 

● 

市民活動団体 WA!!は、多文化共生社会を目指し高校生が活動する団体で

す！異文化理解を深めるイベントなどを行い、文化の違いを楽しむことを大

切に、エネルギー全開で活動しています。会員として一緒に活動してくれる

高校生を随時募集中！イベントなどのお手伝い、参加はどなたでも‼長岡の

魅力をもっと引き出します‼ 

・イベント企画、運営 

・国際交流イベントのサ

ポート 

53 

会員  

     ●  

     

    ● ●     ●  

 

 



NPO 法人 

市民協働ネットワーク長岡 

● 

アオーレ長岡西棟３F にあるながおか市民協働センターの運営を長岡市と協

働で行っています。 

いろいろな主体が関わり合いよりよい地域づくりができるよう、市民活動団

体を中心とした市民の皆さんからの個別相談や各種講座、ホームページ・

SNS での情報発信、会議室や印刷機などの施設利用管理を行っています。 

 

人物団体紹介／広報 PR

相談／組織運営講座（広

報 PR 会計等）／ファシ

リテーション（会議運

営） 

54 

会員 
ボラン
ティア 

       

     

           ● 

 

寄付 



ジョイフル 

スプリングゴスペルクワイヤ 

 

長岡を中心に活動するブラックゴスペル合唱団です。一緒にゴスペルを歌ってみませんか？♪初

心者、未経験者大歓迎♪さいわいプラザ（長岡市中央公民館）で毎週火曜日 19:30~21:00 練習し

ています。会費は 1 回 1,000 円（初回見学は無料）講師は、片桐晴海（ゴスペルコンダクター）

長岡市内外の音楽イベントや、学園祭、高齢者福祉施設などに出演。毎年 12 月頃には国営越後

丘陵公園でクリスマスゴスペルライブを行っています。 

 

長岡市民の皆さまに馴染

みのうすいゴスペル音楽

を少しでも多くの方々に

認知して頂けるよう、ま

た興味を持って頂き気軽

に歌って頂けるように啓

蒙活動を展開致します。 

55 

会員  

  ●     

     

            

 

 



障がい児ママサポート 

かけはし ～長岡～ 

 

私たちは、将来もっと障がい児（者）が社会と繋がりをもてるような社会を

目指し、障がい児のママや家族の気持ちに寄り添った支援と周囲に関心や理

解を広めるための活動を行っています。具体的には、座談会やイベントへの

出店、サポートの観点から必要と思われるものの紹介や販売を行っていま

す。また、フェイスブックページにおいて情報発信もしています。 

・障がい児関係の情報提

供 

・コラボ企画 

56 

 
ボラン
ティア 

●       

     

            

 

 



祥扇会 

● 

祥扇会として、依頼のあった各施設や会場に出向いて新舞踊を積極的に披露

しています。踊りの練習は、月 3～4 回各自都合のつく時間に参加していま

す。 

イベント出演できます。 

57 

会員  

 ● ●     

  ●   

      ●      

 

 



情報の駅 にこっと 

● 

安定した情報提供でハイクオリティなテレビ、インターネット、固定電話サ

ービスをお届け。長岡の地域情報の受発信拠点として、皆様にお気軽にご利

用いただきたいと思います。笑顔でお待ちしています。 

・イベントの司会（有

償） 

・ケーブルテレビでの放

送・告知 

58 

  

  ●    ● 

  ● ● ● 

  ● ●  ● ●    ●  

 

 



女声アンサンブル  

ラ☆ルミネ 

● 

中越地区で活動する女声アンサンブルグループです。 ご依頼があれば福祉施設などへコ

ンサートに伺うほか、地域のイベントなどでも歌っています。美しい曲を美しいまま

に、貴い生命を育む光、大切な人々を照らす光、そして心を希望へと導く光の歌を奏で

たいという思いを込めて、グループ名をルミネ（光）と名付けました。日本の四季の歌

をはじめ、さまざまな歌を楽しくお届けします♪ 

地域のイベントや福祉施

設などで歌をお届けしま

す 

59 

  

 ● ●     

     

            

 

 



シルバースマホ教室 

「こまいぬ」 

● 

2020 年 9 月から月に 3 回程度、土曜日に市の施設を借り、毎回 15 名前後

の高齢者に スマホの使い方を教えています。長岡高専生を講師に緊急時の

連絡に役に立つラ インの使い方を中心に、孫に教わる安心感、カタカナを

使わず、何回でもやさし く、をモットーに楽しく、わかりやすく、役に立

つスマホ教室を開催しています。 

スマホ教室の開催 

60 

会員  

 ●      

   ●  

    ● ●       

 

 



しろうまる食堂 

● 

四郎丸地区で、毎月 1 回“子ども食堂”を開催しています。食堂=居場所。お

子さんだけでなく、老若男女年代を問わず、みんながワイワイ笑顔で食事を

することにより、楽しい時間と心地よい居場所を作り上げていきましょう。 

 

61 

 
ボラン
ティア 

       

● ● ●   

          ●  

 

寄付 



森林インストラクターと市民有志 

 

かつて自然観察林内の渓流が氾濫して公共工事が行われ、伐り開かれた森林

を少しでも元に姿に戻すべく植樹を始めたのが活動のきっかけです。その

後、ため池や湿生地の復元と保全等多様な生き物から成る生態系づくりを、

肩に力を入れずに続けています。 

自然観察の案内／自然素

材を用いたクラフト作り

／ネイチャーゲーム／オ

カリナ・コカリナ演奏 

62 

会員 
ボラン
ティア 

       

     

           ● 

● 

 



水道タンク友の会 

● 

水道タンク友の会は、文化財の保存や総合学習でのガイドを行い、歴史を学

びながら世代間 交流を図っています。平成 21 年を第 1 回として「水道公

園子どもフェスティバル」を毎年開催しています。また、歴史的建造物に

「ミニギャラリー」を開設し、ボランティアガイドの活動を実施。最近は、

見学や映画のロケなどで来訪者が増えています。 

 

 

63 

  

    ●   

     

     ●    ● ●  

 

 



スプーンフィールド 

 

人間関係・家族関係（アダルト・チルドレン）共依存・ＤＶ・虐待・不登

校・引きこもり・ニート・摂食障害・トラウマ・心の傷・パーソナリティー

障害・発達障害・いじめ・子育てに関してのお悩みを聴かせていただいてお

ります。 

カウンセリング（カウンセリングルーム、訪問カウ

ンセリング、スクールカウンセラー）／シェアハウ

ス（女性限定）／自助グループ（毎週月曜日。祝日

の場合は火曜日）／自分研究会（参考書籍を用い

て、自分や他の人の感じたことをシェアする場）／

イベント開催（スプーンマーケット 年数回、講演

会、ワークショップ等）※新型コロナウイルス感染

防止の観点から、お引き受けできない場合もござい

ます。詳しくはお問合せください。 

64 

  

      ● 

● ● ● ● ● 

  ●  ● ● ●    ● ● 

 

寄付 



スポーツ吹矢発祥記念館 

 

駅前にスポーツ吹矢発祥記念館を開設して市民に開放しています。 

ゴルフボール射撃、ルーレット吹矢、吹矢射的、カラクリ吹矢もできます。

ゴム銃メンコ射撃：メンコをゴム銃で発射して発射して 5m 先の的に命中で

きます。日本指笛クラブ。指笛は心を癒して喜びと健康になる奇跡の楽器で

す。 

全国規模のスポーツ吹矢大会、イ

ベント吹矢、吹矢講習会ができま

す。／吹矢の歴史、日本の吹矢の

特徴、皆がまだ知らない事、吹矢

の矢作り教室行います。／指笛の

吹き方・演奏法、指笛の知識・情

報教えます。 

65 

会員 
ボラン
ティア 

   ●  ●  

     

            

 

 



NPO 法人 

生命の貯蓄体操普及会 長岡準支部 

 

長岡市内に 15 の教室があります。身体に痛みがある人でも無理なく、呼吸

法とともに身体を動かし、こりのない身体を作るように少しづつやっていき

ます。 

腰痛、肩こり、ひざ痛改

善の身体の動かし方を教

えます。 

66 

会員  

   ●    

  ●   

            

 

 



草月流 春美会 

 

春美会は、90 年前の創流当時から家元を招いて直接指導を受けるなど活発

に活動してきました。他分野の芸術とのコラボレーション等、いけばなを通

し社会と関わり、いけばな文化の継承と発展に貢献することを目的とし、日

頃は、それぞれの学習、教授のほか、市内の福祉施設でのいけばな指導、行

事のはなのいけこみボランティアをしている。 

イベント・入学（園）・卒

業（園）・式典の花入れ

（実費） 

他分野とのコラボレーシ

ョン 

67 

  

  ●     

     

            

 

 



創造工房 コスモス 

 

働きたい、就職したい、生活のリズムをつけたい、仲間がほしい…。そんな

思いを抱える障がいのある方たちが、作業及び生活訓練、そして様々な活動

を通して、社会参加、社会復帰を目指す所です。 

・ポップコーンの出張販

売（長岡周辺） 

・印刷、製本承ります

（有料） 

・封入作業（有料） 

68 

  

 ●      

     

            

 

 



ソラヒト日和 

● 

「地域の魅力向上と課題解決」を目的とする団体です。「真に地域のために

なることはなにか？」を常に考えながら活動しています。 

・イベントの企画運営 

・地域課題解決の提案 

69 

  

       

     

            

 

 



ダイバーシティ&インクルージョン 

● 

ダイバーシティインクルージョン、多様性を包み込むを表現する講座、セミ

ナー、ワークショップ、今まで実施したもの、認知症セミナー、虐待、孤児

講演会。 

イベントの企画運営、福

祉に関連する講師派遣、

福祉に関するセミナー

（無料） 

70 

会員 
ボラン
ティア 

 ● ●  ●   

● ● ● ● ● 

● ● ●  ● ●     ● ● 

● 

 



NPO 法人 

多世代交流館になニーナ 

● 

長岡市の委託を受け「子育ての駅ぐんぐん」の運営や「思春期向け次代の親

育成事業」を実施しています。みんなちがってみんないい「多世代サロン」

の実施。多世代・多地域の交流を YouTube にて動画配信しています。子育

ての駅ぐんぐんでの子どもの見守りボランティアを随時募集しています。 

 

71 

会員 
ボラン
ティア 

● ●   ● ● ● 

  ●  ● 

    ● ●     ●  

 

寄付 



“食べて知る”あなたの地域野菜 

● 

「“食べて知る”あなたの地域野菜」は、ながおか若者会議をきっかけに生ま

れた団体です。 

ながおかの各地域を知ってもらいたい！という、若者が集まっています。 

美味しく楽しく地域を知ってもらい、長岡での生活をより充実したものにし

ましょう！ 

 

有名無名にかかわらず各

地域の名産の紹介 

72 

会員 
ボラン
ティア 

      ● 

     

     ●   ● ●   

 

 



チーム木念人 

● 

私たちは「元気な森林（やま）に逢いたい！」を合言葉に身近な森林の手入

れを始めました。 

そして「ながおか森林塾」を開き、小規模な道具とわずかな労力で安全に楽

しみながら、森林の手入れをする方法を理論と実践を交えてお伝えします。 

 

森林の手入れ（有償） 

73 

会員  

 ●   ●   

  ●   

 ●    ● ● ● ● ●   

● 

 



チャレンジスタープロジェクト長岡 

 

「ステージ経験を通して自分を表現する喜びや自信をつけてほしい」 

子供たちと障がいのある人たちに、ステージ発表の場を作りたいと活動して

います。 

appy time（あっぴーコンサート）や各種イベントに出演をしていきます。 

・イベントでのステージ

（子供向け・大人向け）

出演・企画 

 

74 

  

●  ●     

     

            

 

 



チャレンジライフ 

 

戦後日本の農業は、農薬や化学肥料の使用で大量生産が可能となり現在に至っている。一方、農薬の多用は、ガンやア

ルツハイマーを引き起こすとされている。チャレンジライフは、「農薬や化学肥料を使わない野菜作り」を通して次の

活動を展開しています。①健康生きがいづくり：家族や人に感謝され喜びと満足、健康と生きがいを高め、人生をいき

いきと充実した人生を創造していきます。②未来ある子供たちに、食育と感性を養う：野菜づくり体験を通して、食べ

物・命の大切さを学び、土に触れ種・苗から育て収穫する喜びなど、感性を養う体験の場 

・保育園・幼稚園・小学

校で「安心安全でおいし

い野菜づくり」の指導を

します。 

75 

会員  

● ●   ●   

  ●   

●     ●    ●   

 

 



中越ケーナサークル 

● 

フォルクローレを通じて文化の発展に寄与することを目的とし、音楽を通し

て人と人との交流を深めています。 

イベントでの演奏 

76 

会員  

  ●   ●  

   ●  

 ●   ● ●   ●    

 

 



中越市民防災安全士会 

● 

1.応急手当（AED 含む）の指導 

2.自主防災会の困り事相談 

3.住民への防災についての啓発（防災講話、災害食） 

4.保育園児、小中学校生徒の防災指導 

5.被災地へのボランティア活動 

・地域自主防災会の困り

箏相談対応 

・災害食を作り、食べる

イベントの協力 

77 

 
ボラン
ティア 

       

     

            

● 

 



中越市民防災安全士会女性部 

シュークリーム 

● 

中越市民防災安全大学の卒業生から構成される団体で母体は「中越市民防災

安全士会」。会には 6 つの専門部が有り、そのうちの一つが女性部。 

 

地域防災の困りごとの相談に乗り

ます。／子育て中の若いママさん

たちの防災 Q＆A に対応。／災害

時の「心の備え」「物の備え」につ

いて助言。／災害食講座派遣／防

災グッズ体験指導、身近な物を使

った応急手当法指導 

78 

  

       

  ●  ● 

     ●  ●  ●   

● 

 



塚山みんな食堂 

● 

高齢者世帯、忙しくて食事づくりにまで余裕のない保護者、子育てや生活に少し疲れている家庭…そんな地区住民に手づくりの美味

しい食事を、いろいろな人と共に楽しく食べられる時間と場所を提供したい。そう願う近所の大人たちが集まって「塚山みんな食

堂」を立ち上げます。「おなじ窯の飯を食う」ことは、心をほぐし、本音で語り合える関係を築くきっかけになります。「塚山みんな

食堂」は、共に食事をする時間を通して地域の居場所を作ります。まずは「おいしい！」と言ってくれる住民の笑顔のために「困っ

たときはお互い様！」と言える、人と人との安心したつながりのある地域へ。その結び目になることを目指しています。 

 

79 

会員  

● ●      

  ●   

     ● ●      

● 

 



 

ツクリテイデア実行委員会 

● 

ツクリテイデアは、『つくり手』みんなでつくるクリエイターの文化祭。オ

ールジャンルの同人誌即売会を中心に、サブカル系クリエイターが作品を発

表し、交流する機会をつくります。 

創作や表現を軸とした交

流機会の創出／イベント

の企画運営（有償）／キ

ャラクターを使った広報

活動（有償） 

80 

会員 
ボラン
ティア 

  ●     

     

     ●      ● 

 

 



 

つなごー手 

● 

高校生までの子どもがいて「食品があったら助かるな」と考えておられる川

崎コミュニティ在住の方に、地域の皆さんから寄せられた農作物・食品をお

渡ししています。11 月 12 月 1 月 3 月と 4 回実施しました。食品を提供く

ださる方、進んで活動する運営スタッフと気持ちよく利用してくださる方と

がつながっていきます。 

・「食支援」に関わる活動

団体との連携 

・広報内容を共に考える

こと 

81 

 
ボラン
ティア 

●       

● ● ●   

     ●       

 

寄付 



 

椿の森倶楽部 

● 

『椿の森』の環境整備…と、軽い気持ちで取り掛かったのが始まり。草竹藪刈り払い作業に汗を流して、最初に出逢ったのが幸運に

もミニ蒸気機関車でした。この出逢いが良寛さんと繋がり、2020 年 10 月冊子『保内郷の良寛さん』を、全国良寛会会長小島正芳先

生から発行して頂きました。ミニ SL 同好の仲間を中心に倶楽部の活動展開し、自前の SL を製作する夢実現に向かい行動しています

が、資金と時間と技術不足のため完成時期は未定です。5 年間で SL 出前走行、各地へお邪魔し推定 4,000 人前後の老若男女の乗客の

皆さんに喜んで頂いたと思います。（運航ダイヤは蒸気釜の気分次第、依って乗車料金は無料です。） 

椿の森、和島拠点に於ける

イベントを計画され、SL

運行や石窯の火入れ等のお

手伝いが必要ならお気軽に

お声掛けください。 

82 

会員  

●  ●  ●   

     

  ●   ●       

 

 



T_R_Workers_NAGAOKA 

 

私達はロープを使った高所作業、ロープアクセス、ロープレスキューといわ

れる分野を学んでいるものです。普段は消防職員として働いております。高

所作業に関する知識、技術、装備を危険が伴う屋根上の除雪等をボランティ

アとして地域に役立てたいと思っております。 

よろしくお願いします。 

屋根上の除雪などのボラ

ンティア活動 

83 

会員  

 ●      

     

     ●     ●  

● 

 



ＴＷＥＢｉｇＢａｎｄ 

 

1990 年に栃尾で産声を上げたビッグバンドです。新型コロナウイルスの流

行で活動の縮小が余儀なくされていましたが、2022 年 3 月、ようやく結成

30 周年のメモリアル・ライブを行うことができました。一つの区切りを経

て、今後も熱くカッコいい音楽を地域の皆様にお届けします。 

地域イベント等に出張出演／

学校の音楽系部活動や音楽団

体への技術指導（いずれもメ

ンバーの交通費・楽器運搬費

等が必要となる場合もありま

すのでご相談ください） 

84 

  

  ●     

     

            

 

 



 

Technical Education Circle 

 

TEC とは『Technical Education Circle』の略で、体験学習を中心とした科

学教室を開催し、青少年の科学技術教育の推進を図ることを目的としていま

す。 

具体的には、地元の小学校や市のイベントなどへ赴き、サイエンスショーや

実験教室、工作教室などを行っています。 

化学実験ショー・工作教室イベ

ントの企画運営／既存イベント

へのブース出展／学校・施設等

での化学実験ショー・工作教室

／科学技術発展を目的としたイ

ベントへのボランティア参加 

85 

  

● ● ●     

   ●  

   ●         

 

 



 

手作り漬物の駅 

 

当駅は昔ながらの製法で作る手作りの漬物屋です。出来るだけ地元農家さん

の作る採れたて新鮮野菜や山菜を漬けております。また漬物の他にも梅干し

や梅エキスがオススメです。 

共同開発をして何かを作る！

（うちで作れるのは、漬物、

ゼリーなど） 

それを地域のイベントで販売

するのは面白いかも… 

86 

  

       

     

            

 

 



 

てらどまり若者会議～波音～ 

● 

寺泊には、海、山、川などの豊かな自然があります。私たちはそんな寺泊が

好きで、寺泊を盛り上げたいという想いで集まりました。活動メンバーそれ

ぞれが地域に対しての想いを話しながら、自分たちがやりたいこと、できる

ことを形にしています。寺泊に関わりのある人、寺泊に関わりたい人も大歓

迎です。 

 

87 

会員 
ボラン
ティア 

● ● ● ● ● ●  

     

     ● ● ● ●    

● 

寄付 



 

寺子屋キッズ 

● 

学校でもない塾でもない児童クラブでもない、学校も違う子どもたちと一緒

に様々な体験を通じて、自分たちで「やってみたい」ことを見つけたり、主

体性を育むプログラムを通じて『できた』達成感をお土産に持ち帰れるよう

な環境を作っています。現在は４つのクラスで様々な楽しいプログラムを提

供しています。 

 

88 

 
ボラン
ティア 

●       

   ●  

          ●  

 

 



 

寺泊総合型スポーツクラブ 

てらスポ！ 

● 

スポーツが盛んなまちは、活力にあふれています。寺泊にもたくさんのスポ

ーツ活動と、それを支えるボランティアの力があります。 

てらスポ！は、こうした多くの力に支えられ、つながりと連携を大切にスポ

ーツを通してみんなが元気でいられる魅力ある寺泊を目指して地域活動をし

ています。 

・寺泊の地域資源を活か

したイベントの企画、情

報提供 

・てらどまり体操の講師

派遣 

89 

会員 
ボラン
ティア 

   ●    

  ● ●  

●     ●   ● ●   

 

寄付 



 

ど田舎〇ごとがんばり隊 

● 

交流人口の増加によって、地域を活性化させようとしている団体です。平成

25 年度からトレッキングコースを作り、春と秋にイベントを開催、メディ

アにも取り上げられました。120 名を超える参加で、山頂にツリーハウスを

建設。トレッキング以外でも集客を期待しています。 

 

90 

会員 
ボラン
ティア 

    ●  ● 

     

  ●   ●       

 

 



 

闘牛と錦鯉の伝統文化を楽しむ会 

● 

長岡市山古志地域に古くから二十村（旧名：越後二十村郷）に伝わる伝統文

化を紹介するために、講演会や写真展、闘牛と錦鯉の見学会を開催し、共に

闘牛と錦鯉の伝統文化を楽しむ活動を行っています。 

また、広く、市外県外海外の方にも紹介し、観光に楽しんでいただく活動を

しています。 

他団体との交流会／山古

志のイベントに協力、会

場の貸出、人脈の紹介／

山古志地域の他団体との

協力、イベント共催 

91 

会員 
ボラン
ティア 

●   ● ● ●  

     

  ●   ●    ●  ● 

 

寄付 



 v

トキめき新潟卓球協議会 

● 

春には、越後長岡オープンペアマッチ卓球祭、秋には 3ｗ卓球祭を開催。老

若男女をとわず、参加者全員（約 600 名）に 12 試合を保証するという世界

でも例のない大会方式の普及を願っています。残念ながら卓球祭は、コロナ

で休業中です。 

卓球大会や卓球サークル

への支援 

92 

会員  

   ●   ● 

● ● ● ● ● 

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

 

 



 

特別養護老人ホーム 

こしじの里 地域交流推進委員会 

 

社会福祉法人小越会の特別養護老人ホームこしじの里内における“地域交流推進委員会”

です。ボランティアに関わる全ての人が、生活に“生きがい”や“楽しさ”を感じてもらえる

ような活動をしています。年 3 回ボランティア交流会を開催し、福祉に関する事やボラ

ンティアのスキルアップを目指す講座などを行っています。ボランティアの方の特技が

活かせるような活動となるようサポートしています。 

 

ボランティアのスキルア

ップ講座の開催 

 

93 

  

 ●      

  ●   

     ●       

 

 



 

栃尾表町雁木の駅 

● 

栃尾表町では、平成 12 年から新潟大学と協働で雁木を建設しています。こ

の取組みで提案された「雁木模型」や雁木デザインのコンセプトなどを展示

するとともに、地域の人達と栃尾表町を訪れた皆さんの「よったかり」の場

所として提供していきたいと思います。 

地域イベントに協力でき

ます。（雁木あいぼ、トチ

オノアカリ等） 

94 

  

       

     

            

 

 



 

ともぷらす mishima 

● 

みしまをもっと楽しみたいという、26 歳の代表とアイデアいっぱいの愉快

な仲間たち 14 人の若いグループです。 

代表がお寺出身ということもあり、友引の日を中心にイベントを開催してい

くので、友を引くのではなく足していきたい。自分達が楽しむ事を第一に、

三島が元気になれるよう活動していきます。 

 

95 

会員 
ボラン
ティア 

●    ●   

● ●   ● 

● ●   ● ● ●    ● ● 

 

 



 

なうネット長岡 

 

長岡地域の障害福祉に携わる職員が、法人を跨いで連携し社会貢献活動をし

ています。主な活動は、事例検討会・講演会・視察研修等の開催や障害のあ

る方のアール・ブリュット展、和太鼓講演等の文化・芸術展の企画、開催を

しています。これらの活動を通じて、長岡地域における共生社会の実現を目

指しています。 

 

文化芸術活動の企画運営

の協力 

96 

会員  

 ● ● ●    

  ●   

  ●          

 

 



 

NDSP 

● 

ダンスイベントの企画運営をしています。一緒にステージに立ってくれる方

を募集しています。興味のある方は、連絡ください。 

・ダンスイベント出演、

手伝い 

・ダンスレッスン（初回

無料） 

・ダンスイベントの紹介 

97 

会員  

●  ●     

     

            

 

 



 

長岡蒼柴スポーツクラブ 

 

スポーツを通じて、長岡を元気に！ 

各種スポーツプログラムや健康づくりプログラムを開催。 

誰でも、スポーツに親しめる環境つくりを目指します。 

・会社行事、学校行事、

地域行事等での出張指導 

・スポーツイベントの企

画やアドバイス 

98 

会員  

   ●    

  ●   

    ● ●     ● ● 

 

 



 

長岡アメリカンフェスティバル 

実行委員会 

● 

アメリカのモノ・事が大好きなメンバーが集まり、そのアメリカ文化を長岡市民に紹介

し、それをきっかけに長岡に元気と活気が溢れる街にしたいという思いで設立しまし

た。また実行委員及び協力者が、ウィスコンシン州ミルウォーキー、ミシガン州オーバ

ンヒルズ、ハワイ州ホノルル、テキサス州フォートワース等に深く関わり、全員がアメ

リカとの文化交流・経済交流を常に真剣に考えている団体です。 

アメリカのバイクやクルマ（ハ

ーレー・アメ車）の貸し出し展

示（料金等は要相談）／アメリ

カンフードの出店（要相談）／

イベントの企画・立案・運営

（有料・要相談） 

99 

 
ボラン
ティア 

  ● ●  ●  

     

            

 

 



 

長岡アロハクラブ 

 

2011 年 2 月に「長岡アロハクラブ」は発足しました。フラ、ウクレレ、ハワイアンキル

トサークルなど、主に新潟県内はもとより長岡を中心としたハワイの様々な文化、芸

能、手芸 などを楽しんでいる約３０団体が登録しています。それぞれのサークルが

日々、技術の向上に励み、年間２回ほどの「長岡アロハクラブ」主催のイベントを協力 

し合い運営しています。モットーは「アロハスピリットでみんな楽しく和やかに♡」 

・フラやウクレレのステ

ージ披露 

・ハワイアンキルトの展

示 

100 

会員 
ボラン
ティア 

  ●   ●  

     

          ●  

 

 



 

長岡いいねっかプロジェクト 

● 

様々なイベントを行う団体です。飲食、美容、旅行、建築、講演などそれぞ

れの業種の強みを生かしたジョイントベンチャーを得意とします。長岡に住

んでいる人にとってワクワクしたり、より知識が増えたり、ライフスタイル

に役立つ内容のイベントをしていき、「長岡っていいねっか」を広めていき

ます。 

・イベントの企画運営 

・芸能人、著名人の招致

（有償） 

101 

会員 
ボラン
ティア 

● ●    ●  

     

            

 

 



 

ながおか医療生協 

フィットネスレインボー 

● 

いつまでも健康を保ち、介護予防を望む方に健康づくりの場や気づきの機会

を提供し、地域の健康寿命が伸びることを目指し活動しています。 

健康づくり、介護予防、

転倒予防体操など講座の

開催 

102 

会員 
ボラン
ティア 

 ●  ●    

  ●   

            

 

寄付 



 

長岡おやこ劇場 

 

プロの舞台を親子で観ませんか。劇は創造・表現あそびです。 

自分らしく輝き、表情あふれる子どもを育てます。 

英語・ダンス・アウトドア活動など、いろいろな体験を楽しみましょう。 

 

イベント企画運営 

キッズ英語活動 

103 

  

●  ●     

   ●  

            

 

 



 

長岡観光 

ボランティアガイドの会 

● 

目的達成のために、毎月一回を目途に、研修会を開き、会員全員で切磋琢磨

している。 

長岡の歴史や偉人につい

てお話をします 

104 

  

       

   ●  

     ●       

 

 



 

ながおか技術教育支援機構 

 

私達は、主にイベント的なプログラミング体験を提供しています。イベント

的というのは、塾のような常設ではないという意味です。教育委員会と連携

して出張ロボットプログラミング教室を行ったり、ながおか・若者・しごと

機構と連携してプログラミングコンテストの運営をしています。教育動画の

作成にも取り組んでいます。 

IT 教育、教育コンテンツ

作成 

105 

  

      ● 

   ●  

            

 

 



 

長岡キャリアコンサルタント・ 

ネットワーク 

● 

私たちは、長岡市を中心とする中越地区で、キャリアコンサルタントや支援

者等のネットワークを築き、面談・カウンセリングのスキルアップのほか、

相談業務に必要な周辺知識についても習得に努めています。また、ここでの

能力開発は、それぞれが所属する団体等での活動に留まらず、地域にキャリ

ア支援を拡げる活動に繋げたいと考えています。 

教育機関と連携したキャリア教

育の実施／キャリアやヒューマ

ンスキルに関連した研修、勉強

会等への講師派遣／キャリアコ

ンサルティング（面談）実施 

※内容、費用等詳細は応相談 

106 

会員  

 ●      

     

  ●   ●       

 

 



 

長岡クリーンクラブ 

 

この活動は、平成 7 年に品田秀男個人のごみ拾いボランティアから始まりま

したが、その後だんだんメンバーが増え、今では総勢 21 名となりました。

メンバーは高齢者がほとんどですが、最近 20 歳代の若手女性も加入し、賑

やかになっています。 

昨年、国土交通大臣から表彰状をいただきました。 

台風で信濃川、河川に流

れ着いたごみを拾う 

107 

会員 
ボラン
ティア 

    ●   

     

     ●    ●   

 

 



 

長岡傾聴ボランティアサークル 

 

高齢者施設や独居の高齢者にお伺いして、お話を聴くことにより少しでも楽

しくすごす時間を持っていただく活動。そのための学習や練習を積み重ねて

いる。コロナ禍の現在は、独居の自宅へ訪問しお話を聴いている。認知症、

うつ病などの学習会とその傾聴方法の勉強会開催。 

認知症、一人暮らしの方

のお話相手（包括センタ

ーなどを通す） 

108 

  

 ●      

  ●   

            

 

 



 

長岡健康生きがい創生ネットワーク 

● 

「社会参加」「栄養」「運動」「生きがい就労」など「健康生きがい創生」「フ

レイル予防」を目指した事業および人材の活躍サポートなどを展開し、自己

実現や多世代型地域コミュニティづくりと健康寿命延伸を目指しています。 

ノルディックウォーキングで健康寿命を延ばそう！フレイル予防の目的から

平均寿命≠健脚寿命を目指してインストラクターが指導します。 

健康生きがいづくりアドバイ

ザーの地域活動支援／健康寿

命延伸の地域づくり協力／生

きがい就労情報支援連携／イ

ベント企画連携 

109 

会員  

 ● ● ●  ●  

●  ●  ● 

            

 

 



Nagaoka Sound Base  

HONMARU 

● 

音楽を身近に感じられる体験をしてもらっています。長岡市を中心に駅前商

店街に活気を与えられるように、LIVE イベントの開催や野外でのフェスの

企画運営を行っています。 

出演の場がなくなったア

ーティストやコロナ禍で

困っている飲食店さんな

ど、販売できる、表現で

きる場を作ります。 

110 

  

●  ●  ●   

● ●    

    ● ●     ● ● 

 

 



 

長岡市アカペラサークル  

ハモろう亭 

 

長岡市でアカペラを楽しみ、音楽の輪を広げる活動をしているハモろう亭で

す。楽器無しで手軽に始めることができるので、どんな方にもオススメでき

ます。毎月第 2・第 4 金曜日の夜 8 時からまちなかキャンパス長岡にて活動

しているので、お気軽に遊びに来てください。ぜひ、一緒に歌いましょう！ 

アカペラ演奏の提供（地域の

祭り、余興等）／アカペラ初

心者講座、入門講座の実施／

ボイスパーカッション体験講

座の実施／音楽イベントの企

画運営 

111 

会員  

  ●     

   ●  

    ●      ● ● 

 

 



 

長岡市茶道文化協会 

 

長岡市内には、十数派に及ぶ茶道を趣味として楽しんでいる方々がいます。

東海は、その流派を超えてお茶を楽しみたいという思いの方々と、それを支

えたい方々で構成されています。講演会や茶会の企画に加えて、各種イベン

トでの呈茶のご希望に応じております。2018 年は、合併 10 町村でのリレー

茶会を開催しました。 

各種イベントでの呈茶 

112 

会員  

  ●     

   ●  

           ● 

 

寄付 



長岡市政を見つめる会 

● 

議会傍聴や講演会・勉強会をしながら、現在の長岡市を知り、希望と夢の持

てるまちづくりに少しでもお役に立てればと思っている会です。 

地域づくり等に関する講

演（有償・無償） 

113 

会員  

       

● ● ● ● ● 

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

 

 



長岡・自然エネルギーを考える会 

● 

月 1 回 公民館で例会をして、①「温暖化」で何が起きているか？②温暖化

防止に必須の「自然エネルギー」の良さは？③「自然エネルギーのご当地電

力」の可能性は？について学んでいます。各地の「ご当地電力」の動画を見

たり、新しい太陽光パネルの動画も見たりします。分かりやすく楽しい会に

なるようにしています。 

市民の方々へのイベント

の企画運営 

114 

会員  

    ●   

     

 ●      ●     

 

 



 

長岡市民合唱団 

 

1981 年創立。82 年以降、今までに 32 回の定期演奏会を開催する他、市民

音楽祭や合唱祭に出演したり、様々な演奏会の企画運営に携わったりしてい

ます。斬新な視点や企画で長岡から発信し続ける合唱団として意欲的な活動

を展開しています。 

合唱祭や音楽イベントの

企画提案・出演 

115 

会員  

  ●     

  ● ●  

          ● ● 

 

 



 

ながおか史遊会 

● 

ながおか史遊会は、2014 年にできたばかりの若い歴史系文化サークルで

す。10 代～70 代の様々な分野で活躍されている方々が定期的に集まり、長

岡の歴史・風土・言語などについて学んでいます。 

・学びのイベントの企画

運営、郷土史家と市民を

つなげる 

116 

会員  

  ●     

     

            

 

 



NPO 法人 

長岡ジュニアユースフットボールクラブ 

 

サッカーを主とする地域スポーツクラブです。地域に根ざした活動を目指し

ています。発足当時より、園児から中学生が活動しています。 

2021 年で 20 年を迎えますが、現在は、園児から社会人までが活躍し、

2019 年からはキッズチアリーディングを立ち上げ、より盛り上がっていま

す。 

 

117 

 
ボラン
ティア 

      ● 

  ●   

            

 

寄付 



 

一般社団法人  

長岡青年会議所 

● 

1954 年、明るい豊かな社会の実現を理想として設立されました。 

修練・奉仕・友情の三つの信条のもと、より良い社会づくりを目指し、ボラ

ンティアや行政改革等の社会的課題に積極的に取り組んでいます。 

 

118 

会員  

   ●    

     

            

● 

 



 

長岡造形大学 

輪太鼓衆 転太鼓舞（てんてこ舞） 

● 

長岡造形大学の部として活動しています。「輪太鼓衆転太鼓衆」です。長岡

市を中心に地域のお祭り、福祉施設など様々なところで和太鼓の演奏をして

おります。1999 年 10 月 10 日に設立し、仲間の“輪”、地域の“輪”、まだ見

ぬ新しい“輪”を作っていきたいです。 

和太鼓体験 WS、簡単な

曲を叩こう会 等 

119 

  

  ●     

     

            

 

 



 

まちの駅 長岡大学 

● 

長岡大学は、市民の憩いの場悠久山にあります。「ダイエープロビスフェニ

ックスプール」やお城の形の郷土史料館も近く、散歩の折にでもお立ち寄り

ください。学食での休憩や、図書館の利用も大歓迎です。 

 

120 

  

      ● 

   ●  

            

 

 



NPO 法人 

ながおかたすけあいネットＢＥライフ 

 

高齢者や障害、病気を抱える方々を主な対象として自宅を訪問し、介護保険

外サービスと介護保険サービスを訪問する同じヘルパーが行っている。その

ため、利用者のニーズに幅広く対応できる利点を持っている。 

割りばし集めや使い捨て

カイロの回収（利用者に

呼びかけ、ヘルパーが回

収する。）／介護に関する

研修会への協力他 

121 

会員  

 ●      

  ●   

            

 

 



長岡友の会 

 

女性の直接の責任である家庭生活を健全にするために衣・食・住・家計・子

どものことを通して、お互い助け合い、励ましあって、それが社会に広がる

ことを願っています。 

・他団体との情報交換 

・まちの先生に登録して

いて協力出来ます。 

122 

会員  

●      ● 

  ●   

     ● ● ● ●  ●  

 

 



長岡二響の会 

● 

癒しの音色「二胡」を学び・楽しもう！ 

二胡を学び・サークル活動・演奏活動したい方募集中です 

まずは、二胡を体験！体験会随時開催中！ 

レンタル二胡もご用意してお待ちしております。 

 

イベントへの参加（有償） 

123 

  

 ● ●     

  ●   

     ●       

 

 



ながおか認知症の人と笑顔でい隊 

 

私たちの会は、誰もが暮らしやすい地域づくりを推進する活動「RUN 伴」

をきっかけに 2019 年 1 月から活動を行っています。作業療法士、看護師、

介護福祉士、様々な職種から認知症の方達に関わっています。長岡市が認知

症の人も暮らしやすいまちになるように、少しずつ活動を進めています。お

気軽に連絡ください。 

認知症の人についての説明・講

座／認知症の方やその家族と生

活が豊かになるように一緒に考

えること。／企業や各種団体と

一緒に、認知症に関する課題に

ついて考えること。 

124 

会員 
ボラン
ティア 

 ●      

  ●   

     ●       

 

寄付 



長岡の橋をきれいにする会 

 

私たちは、長岡に架かる橋の自転車歩行者舗道とその周辺の除草、土砂・積

雪の除去作業を定期的に行っています。特に夜間や荒天・積雪時など、やむ

なく道路を利用せざるを得ない方々の安全安心につながるようにと願ってい

ます。メンバーの多くが学生ですが、共助の気持ちが内外に広がることを期

待しています。 

河川、一般道路のゴミ拾

いへの協力 

125 

  

    ●   

     

     ●       

 

 



長岡ノルディックウォーキングクラブ 

● 

長岡ノルディックウォーキングクラブの目的 

①健康の維持増進を目指す ②普及活動 ③会員相互の親睦を図る 

☆当クラブにはＮＰＯ法人ノルディックフィットネス 協会の認定資格者 多数います 

☆ＮＰＯ法人ノルディックフィットネス協会 の公認コースが国営越後丘陵公園にありま

す ☆信濃川桜づつみに長岡市の認定コースがあります 

・ノルディックウォーキ

ングの講師派遣ができま

す（講師代不要） 

・ポールは無料で貸し出

します 

126 

  

 ●  ●    

  ●  ● 

            

 

 



一般社団法人 

長岡市パークゴルフ協会 

● 

パークゴルフを代表する団体として、パークゴルフの普及・振興を図り、す

べての方に交流と親睦を深め、生涯スポーツとしての健全かつ明るい地域づ

くりに貢献し、普及、指導、情報収集、提供、各種大会の主催又は、講演事

業の運営等すべてを協会として推進することを目的とします。 

障害のある方のパークゴ

ルフ体験／スポーツ教室

の開催／関連団体とのコ

ラボ／生涯スポーツ、三

世代スポーツの推進 

127 

会員  

   ●    

  ●   

            

 

 



長岡ハンドメイド部 

はつめ 

 

長岡ハンドメイド部“はつめ”です。長岡弁で手先が器用な人へのほめ言葉と

して使われる「はつめ」。ハンドメイドで長岡を元気にしたい！出店初心者

の方を応援したい！そんな気持ちで立ち上げました。また、企業、団体のイ

ベント等にもはつめな人をご紹介します。気軽にお声掛けください！ 

作品展の開催／イベントの企

画・運営／イベント出店初心

者の方の初出店をお手伝いし

ます。／イベント出店にあた

り、来てほしい出店者を探し

ておつなぎをします。 

128 

会員 
ボラン
ティア 

       

     

            

 

 



長岡ペンクラブ 

 

創って楽しく、読んで面白い、誰もが投稿したくなる「市民文学」をめざしています。 1.機関誌「Penac」（ペナッ

ク）を年間一冊刊行。A5 版 350 頁。ペナックは会員からの評論、創作、詩歌、随想などの一年間の会員の文芸作品の

集大成版です。文進堂書店にて入手可能。 2.例年 12 月末に原稿締切とし、6 月～7 月に刊行（ペナック誌）していま

す。 3.FM ながおか毎月曜・火曜 13:00～13:50、ペナック誌に掲載された作品の朗読＆トーク番組を 3 年間継続実施

中です。 4.他地域における類似団体との交流。 5.ミニ文学 

・地域づくりの場のコー

ディネート（有償） 

・文学、文芸教養講演会

（無償） 

129 

会員 
ボラン
ティア 

  ●     

     

            

 

 



(公社)長岡法人会 

 

長岡税務署管内の中小企業 2,200 社余りの経営者団体です。税のオピニオンリーダーと

して、企業の発展を支援し地域の振興に寄与し、国と社会の繁栄に貢献する経営者の団

体です。会員、一般市民の方を対象とした、税の研修会や経営研修会、年 3 回の著名人

を招いての講演会を開催しています。また、青年部会の市内小学 6 年生の租税教室、女

性部会の税の絵はがきコンクールを国税庁の後援により開催しています。 

各種イベントでの税情報

の提供 

130 

  

  ●    ● 

 ● ● ●  

  ●  ● ●  ●     

 

 



NPO 法人 

ながおか未来創造ネットワーク 

● 

アオーレ長岡で開催したいイベント等を企画段階から運営スタッフがサポー

ト！ご利用者の考えやアイディアをカタチ作るお手伝いをしています。アオ

ーレ長岡をご利用の際は、ぜひご相談ください。 

アオーレ長岡で開催した

いイベント等を企画段階

から運営スタッフがサポ

ートします。 

131 

  

  ● ●    

     

     ●      ● 

 

 



長岡民話の会 

● 

私たちは、「民話が大好き！」という団体です。聴いてほっこり、人々が伝

えてきた心や智慧がいっぱい詰まった民話を、月 2 回の定例会で語り合い聞

き合い、愉しんでいます。 

民話を聞く機会が少なくなった昨今。多くの方が民話に触れることを願い、

様々なところで語っています。 

地域のイベント、公民館

での集会、高齢者施設、

学校等、要請があるとこ

ろに民話の語りを行いま

す。 

132 

会員 
ボラン
ティア 

● ● ●     

     

            

 

 



長岡らんちゅう会 

 

金魚では唯一、日本らんちゅう協会を頂点に、東部（東京）、中部（名古

屋）、西部（大阪）に組織があり、その下に大小の地方の愛好会が存在して

います。最も古い品評会は 130 年以上の歴史があります。 

評価が確立している中で、より良い金魚作りを目指し、親魚の入手、子引

き、育成を、会員の交流と情報交換により取り組んでいる団体です。 

毎年 5 月中旬～7 月上旬まで

なら稚魚の無償提供が可能で

す。／金魚の飼育方法をお伝

えします。（学校・コミュニテ

ィセンター）／金魚の飼い方

講座 

133 

会員  

  ●    ● 

  ●   

     ● ●    ●  

 

 



長岡良寛の会 

● 

良寛の心に親しむ、そして芸術に感銘する仲間たち。 

長岡は、良寛研究の聖地として全国から多くのファンが訪れる。 

良寛会会員は、良寛の生き方、芸術を学びその広い心を紹介できるようにす

る。 

 

地域公民館等での講演

（無償）資料代程度 

134 

会員  

      ● 

     

            

 

 



新潟県越路「大地の会」 

● 

大地の会は、地学の学習グループです。日頃生活している大地は悠久の歴史

を経て今の姿となり、今なおその活動は継続しています。大地の成り立ちを

地学の分野から、さらには先人の生活と文化から関りを学び、防災地域づく

りに貢献する団体です。 

 

135 

会員  

    ●   

   ●  

     ●       

● 

 



NPO 

新潟県山野草をたずねる会 

● 

緑豊かなまちづくりのため『ふるさとの森づくりと自然との共生』に取り組んでいます。ふるさ

との自然を見直し、本物とは何かを考え、環境の破壊と心の崩壊は同根との意識のもと、かけが

えのない自然を保護・保全・回復することは、いのちと心 を育む教育でもあり、環境と共生し

た維持可能な本物のふるさとの森である「いのちの森」作りを目指し、新潟県長岡市にて 1982

年（昭和 57 年）に発足 し、2004 年 10 月にＮＰＯ法人格を取得しました。 

献血 PR 活動 

136 

会員 
ボラン
ティア 

    ●   

     

            

 

 



新潟県中越大地震 

「女たちの震災復興」を推進する会 

● 

中越大震災で被災した女性の記録から、女性の視点が防災・災害復興の関し

て必要であると痛感した。防災分野において、意思決定の場への女性の参

画、女性の視点を反映させた避難所運営、多様な女性のニーズに応じた支

援、防災に関する教育等、男女共同参画の視点で活動し事業を行っていま

す。 

防災・復興分野における

男女共同参画の視点に関

する事業 

137 

  

●       

  ●   

     ●  ●    ● 

● 

 



新潟県の 

整理収納アドバイザー become 

● 

ハウスキーピング協会が認定する新潟県の整理収納アドバイザー１級資格者

が集まってできたグループです。たくさんの人に整理収納の楽しさを知って

もらえるよう活動中です。 

整理収納セミナー（有

償）／お片付け作業（有

償） 

138 

  

● ●   ●   

  ● ● ● 

 ● ●   ● ● ●   ●  

● 

 



NPO 法人 

新潟スポーツアクト 

● 

勝負に拘わらず、色々な種目を行うことにより、スポーツ万能、そして集団

に溶け込め、さらに人間としてのルールを守れる子どもを育成することを目

的に各地で活動している組織です。 

地域の子ども会での親子スポ

ーツ／職場等で役立つ脳トレ

（ライフキネティックプログ

ラム）セミナー／学校におけ

る着衣水泳やスキー指導員派

遣 

139 

会員  

●   ●    

     

            

 

 



新潟で水中ホッケーを推進する会 

● 

私たちは全国的にもまだまだプレイヤーの少ない“水中ホッケー”を長岡で普

及し、楽しさを発信しています。小学生から大人まで年齢に関係なく、みん

なで楽しく「水中ホッケー」に取り組んでいます。マイナー競技だからこ

そ、頑張って練習すればの日本代表になるチャンスも！？長岡からも日本代

表選出！一度、プールへお越しください。新たな世界が広がるかも・・・ 

・地域への無料出張体験

会 

・イベントへの無料派遣 

・健康、体力づくりのき

っかけの場の提供 

140 

会員 
ボラン
ティア 

●   ●    

  ● ●  

            

 

 



新潟県発動機愛好会 

● 

1900 年代初頭から 60 年代頃まで農機具の主要な動力源だった発動機が、今では使われ

なくなり置き去りにされているのを憂い、大事な「歴史的遺産」の保存活動に取り組ん

でいます。畑や山に放置され土に埋もれていた発動機や、納屋の片隅で錆びて埃だらけ

になっていた発動機を引き取り修復しています。止まっていた時間を取り戻した発動機

は、全国各地の運転会で独特な運転音を響かせています。 

発動機運転会の開催 

発動機の回収、修復、説

明 

141 

会員  

      ● 

     

            

 

 



一般社団法人 

ネクストヒューマンリソース 

 

スポーツを通じて次世代を担う子どもたちや、人材の育成を目的に活動して

います。幼児から小中高校生、または一般人の方向けの体操教室、陸上教室

の運営、各種イベント講演活動など、様々な活動を通じて長岡市を元気にし

たいと考えています。 

スポーツイベントの企画、運

営／スポーツに関する教室開

催依頼（単発・継続）／市民

の健康維持、増進のための各

種教室・講演会 

142 

  

   ●    

  ●   

            

 

 



nowa 

（長岡地域女性農業者コミュニティ） 

● 

女性農業者や食や農に興味のあるメンバーが集まっているコミュニティで

す。内部向けにはメンバー同士の交流でお互い刺激し合いながら自分の活動

に生かしていけるものを得られる場になる活動をしています。対外的には交

流会や食農授業、マルシェ、nowa としてイベントへ参加、研修会の開催等

の活動をしています。 

女性農業者の意見提供、

相談、仲間づくり 

143 

  

    ●  ● 

    ● 

  ●   ● ●     ● 

 

 



NPO 法人 

ＢＡＳ長岡 

 

3D プリンタやレーザー加工機を使ったデジタルものづくりを行っていま

す。また、マイコンを使った電子工作やそれを動かすためのプログラミング

も行っています。会員の方向けの勉強会やセミナーを開催していて、初心者

でも安心して活動できます。 

・3D プリンタやレーザー

加工機による加工 

・デジタルものづくりに

ついての講習会 

144 

会員  

      ● 

     

   ●         

 

 



発達障がいのための 

コロロ親子の会 

● 

発達障害や自閉症、言葉の遅れや集団に適応できないなど、行動問題を抱え

る子どもたちのための療育方法を学び、実践しています。音楽に乗って運動

する親子活動や家庭で出来る療育実践法について話し合う定例会などを行っ

ています。親が療育の柱とし、親子活動を通して支援方法の拡大、共有をし

ていきます。 

自閉症や発達障害について正

しく学び、発達障害児が抱え

がちな行動や言葉の悩みを一

緒に解決できるお手伝いをし

ます。幼児～成人以降も広く

対応しています。 

145 

会員 
ボラン
ティア 

● ●      

  ● ●  

    ● ●     ● ● 

 

 



花咲けみしま実行委員会 

● 

花咲けみしま実行委員会は、「種から育てた花を地域に広げていこう」、「き

れいな花を我が家だけでなく近隣にも広げてみたい」、「花を育てるのが好

き！」な方が集まって活動しております。きれいなお花を育てて、心を豊か

にしてみませんか。 

イベントへの参加／花苗の販

売／地域から巣立っていく中

学生の卒業式にコサージュを

作って贈ってみたい、という

団体がありましたら協力いた

します 

146 

会員 
ボラン
ティア 

       

     

            

 

 



花の輪クラブ 

 

年齢を問わずお花で楽しみたい方はどなたでも参加 OK！受口の広い柔軟的

なリラックスクラブです。4 月～10 月は、コミセン屋外テラスにて植物中

心の講習。11 月～3 月は、屋内研修室にてワークショップ（体験型講座）

的な感じで楽しく作品作りを楽しみます。生徒さんたちは、毎月の「花の

輪」タイムを楽しみにしています。 

・コミュニティセンター

全体を整備し、緑と花い

っぱいの集いの場とす

る。 

147 

会員  

       

     

     ●       

 

 



花火の駅・ 

長岡花火ワールド悠 

● 

花火が好き、花火のことが知りたい、花火の写真に興味がある、楽しいコー

ヒータイムがしたい、そんな皆さん大歓迎です。「花火写真展」を月替わり

で開催！ 

歌声喫茶「BAN★BAN」も毎月第 1 火曜日に開催（4 月～12 月 10：30～

11：30）みんなで楽しく元気を交流する花火の駅にお出かけください！ 

「長岡花火の講演」「長岡東山

油田の歴史の講演」（館長）／

「老人会や子供のお楽しみ

会」等で腹話術（30 分位）

（駅長と仲間で） 

148 

  

  ●     

  ●   

            

 

 



 

NPO 法人 

ピアの森・狐遊庭 

● 

「がん晴れる！」森林浴＆生きるを楽しむ 

講座いろいろ。 

・毎月第１日曜日「森で茶話会」 

・毎月第２、４土曜日「和太鼓セラピー」 

・陶芸講座 ・苔玉作り ・青空市場 etc. 

森の「音楽教室」として二胡、

篠笛、三味線、フルートの練習

とミニコンサートなど。森の

「ギャラリー」として陶芸、盆

栽、山野草、クラフト作品展な

どスペースお貸しできます。 

149 

会員 
ボラン
ティア 

 ● ● ● ●   

  ●  ● 

     ● ●  ● ●   

 

 



ひきこもりの子をもつ親の会 

「すだちの杜」 

● 

不登校やひきこもる人を抱える家族の集まりです。 

「何て声を掛けたらいいの？」「何を考えているか分からない・・」「どこへ

相談したらいいの？」と悩んでいる家族が集まり、本音を語り、他の家族の

体験談や専門家のアドバイスから、ひきこもる人への関わり方を学んでいま

す。 

・不登校や、ひきこもる

人の家族支援 

・ひきこもり等に関する

情報提供 

150 

 
ボラン
ティア 

● ●      

     

            

 

 



 

ひだまりハウス 

～発達障がい児を支える家族会～ 

 

ひだまりハウスは、現在主に発達に遅れるのあるお子さんを持つ家族会で

す。数か月に 1 回の茶和会や勉強会を行うことで障がい児育児について話し

合い、情報共有できるようにし少しでも困りごとをなくしていければと思っ

ています。2020 年 4 月より、病気や障がいのある子の“きょうだい”さんを

対象に親子活動やきょうだい同士の繋がりの場を提供します。 

 

151 

会員 
ボラン
ティア 

● ●      

  ●   

    ● ●       

 

寄付 



男女がともに生きる社会を進める 

F＆M ながおか市民会議 

● 

長岡市において、女性も男性も性別にかかわりなく、その個性と能力が十分

に発揮できる男女共同参画社会の実現に向けて、学習会や懇談会、ウィルな

がおかフォーラムイベントなどを行っています。 

 

152 

会員  

● ●   ● ●  

● ● ● ● ● 

 ● ●  ● ● ● ●   ● ● 

● 

 



 

ひとのわ・ルナの会 

● 

認知症予防と認知症になっても安心して暮らせる町づくりを目指します。 

リラックス笑いの動作、脳活性ゲーム、折り紙などを用いて、脳が活性化す

るプログラムを市民にお伝えします。 

認知症の方と共有できる社会、認知症になっても安心して希望をもって暮ら

せる社会になることを皆さんと一緒に考えていきましょう。 

 

市民の集まるコミセンや老人施

設などで、楽しい認知症予防を

紹介できます。／認知症予防の

ためのリラックス笑いの動作と

脳活性ゲームを紹介します。（有

料か無料は要相談） 

153 

会員 
ボラン
ティア 

 ●      

  ●   

    ● ●     ●  

 

 



 

向日葵の会(摂食障害親の会） 

 

発足以来 25 年余り。地道に活動を続けています。摂食障害は、本人だけでなくその家族

のいろいろなことを振り返り、考える時を作っています。心の奥底に抱えた思いや気持

ちを素直に語り合う。そして会に参加の皆さんと一緒に聴きあい、考えあう。すべて

は、お母さん達が助かっていくために活動しています。その助かりが、摂食障害を抱え

る本人自身への助かりに繋がっていくのです。 

摂食障害の座談会を企画

します。／摂食障害を通

しての家族の在り方等に

ついて、お伝えすること

ができます。 

154 

会員  

 ●      

  ●   

            

 

 



 

NPO 法人 

ピュアはーと 

 

平成 25 年 4 月から長岡市青葉台で地域活動支援センター「ピュアはーと」、平成 27 年 6 月から

は「放課後等デイサービスピュアはーと」、平成 29 年 7 月から障がい者支援センターピュアはー

と」、平成 31 年 4 月から「放課後等デイサービスピュアぴーす」を運営しています。学齢期から

社会人まで、障がい等の“生きづらさ”を抱えた方が、地域の中で社会の一員として自信と誇りを

持って、豊かな人生を生きられるよう、活動や体験の場を提供し、その成長を支援します。 

 

 

155 

会員 
ボラン
ティア 

 ●      

  ●   

     ●     ●  

 

 



 

フードバンクながおか 

 

「もったいない」から「ありがとう」 フードバンク活動は、食料品の寄付で人（寄贈者）と人

（食品を必要としている人）を繋ぐ地域活動です。子ども・ひとり親家庭・障碍者などの生活弱

者が自立できるよう地域社会で支援の輪が広がることを願っています。これからもフードバンク

活動を多くの人に PR し、フードドライブ（寄贈品を集める活動）を多くの場所、イベントで実

施して行きます。皆様のご協力をお願いいたします。 

 

生活困窮者支援団体、一人親

子育て世帯、女性のシェルタ

ー、社会福祉施設など困って

いる方々を支援する団体へ食

品の提供をします。／子ども

食堂へ食品を提供します。 

156 

会員 
ボラン
ティア 

● ●      

● ● ●   

      ●     ● 

 

寄付 



for MAMA 

 

2020 年 11 月、市内在住３児の母２人の主催により、ハイブ長岡レストラン

スペースを会場に第１回イベントを開催後、反響をいただき定期的に市内各

所で開催し、現在５回目を迎えています。県内ラジオや新聞にもご紹介いた

だき、記者の方や市外の方々にも「長岡のママは活発！アクティブ！」と言

われています。一緒に地域を盛り上げましょう。 

ママによるママのための地域に

向けたイベントの企画運営／マ

マが後回しになりがちな自分の

好きや得意を活かす場の提供／

ママ同士、ハンドメイド作家同

士のつながりつくり 

157 

  

●      ● 

     

  ●   ●     ●  

 

寄付 



不登校の親の会 

｢つながりサロン｣ 

● 

全ての子どもが安心安全に学び育つ社会を目指して、不登校の保護者や支援

者を中心に活動しています。保護者同士が繋がるお茶会を定期的に開催した

り、学校に行かない選択をした子ども同士の交流の場や居場所づくりも行っ

ています。 

不登校や行き渋りのある

子どもをもつ家族支援／

教育に関する情報提供 

158 

会員 
ボラン
ティア 

● ●      

   ●  

    ●        

 

 



平和の森コンサート実行委員会 

 

毎年 7 月 31 日長岡平和祭の前日、平和の森公園にてコンサートを開催して

います。2021 年で 27 回目となりました。川を挟んだステージは素晴らしい

屋外コンサート会場となり市民の皆様の夏の楽しみの一つとなりました。運

営はボランテイアスタッフの実行委員会で、企画、協賛金集め等の運営で行

われております。 

音楽イベント等のミュー

ジシャンの紹介 

159 

会員  

  ●     

     

          ●  

 

 



 

股旅あい好会 

● 

歌、踊り、お芝居が大好きな仲間が集まって一座をつくりました。大好きなことを披露して、高

齢者を楽しませ、笑顔をいっぱいにして元気になってもらいたいと活動しています。大勢の方々

に喜んでもらうことで、自分達も元気をもらい、もっと練習して上手になろうと頑張れます。高

齢者センターやコミュニティセンター、児童館へ巡業を行っています。懐かしい曲に涙する方も

います。会場の方々とのふれあいも大事にしています。 

 

・各種イベントへの出演

（有償：ガソリン代、お

昼代程度） 

・他の団体とのコラボ 

160 

会員 
ボラン
ティア 

 ● ●     

     

            

 

 



 

NPO 法人 

まちなか考房 

● 

笑顔あふれるまちづくりをめざして。 

まちの 人・こと・モノをつなげてまちの魅力を発信、楽しめるイベントな

どを中心に活動しています。 

 

・イベントの企画運営 

・地域づくりの場のコー

ディネート（有償） 

・地域づくりなどの公演

（有償） 

161 

会員  

       

     

            

 

 



 

NPO 法人 

学びスペースあうるの森 

 

あうるの森には 2 つのコースがあります。1 つ目は不登校支援コースです。

学校の教材を使った勉強の他各種検定にも挑戦します。自分たちで計画し実

行するイベントも定期的に行っています。2 つ目は放課後学びコースです。

放課後から 19：30 までお預かりし、学校の宿題からテスト勉強まで個別で

指導しています。 

小学生～高校生が参加で

きるイベント等のボラン

ティア 

162 

会員  

● ●      

●   ●  

            

 

 



 

ままカフェ 

● 

マタニティママさん、未就学児のお子さんをお持ちのママさん！美味しいお

菓子とお茶、ランチで気軽におしゃべりしたり、ときにはアロマオイルやハ

ンドマッサージなど。スタッフがお子さんたちを預かります。お子さんから

少～し離れて、体も心もリラックスさせる癒しの時間をもちませんか？参加

費 300 円（茶菓や食事代など）。 

ままカフェイベントの企画運営／とりわけ

つらいママをままリラに紹介／地域の方々

と協力し、ケアが必要なママに手をさしの

べる（母子推進員さんや民生児童委員さん

などとの協力を通して）／こどもたちの様

子を観察し、必要によっては自治体に相談

／シンポジウムへの参加、協力／市町村や

自治体開催のイベントへの協力 

163 

会員 
ボラン
ティア 

●       

     

            

 

 



 

三島ライトアップ実行委員会 

● 

「三島ライトアップ実行委員会」は、震災後に里山保全と地域活性化などを目的として「越後みしま竹あ

かり街道」を開催している任意団体です。この「越後みしま竹あかり街道」は長岡造形大学の学生、地域

の小中学校の児童生徒、地域自治会、サポーター、地域企業の参加応援を得て、毎年 10 月下旬に約 1 ㎞の

脇野町本町通りをライトアップして 2 カ所のお寺、神社ではコンサートなどを行い、来場者数 1 万人余の

イベントです。このイベントを行うことによって里山保全、地域活性化、地域交流を行っています。 

竹灯篭などの有償貸出 

164 

会員 
ボラン
ティア 

    ● ●  

     

     ●    ●   

 

寄付 



 

未来の石坂を語る会 

● 

私たち「未来の石坂を語る会」は、石坂小学校区（村松町・竹町・釜沢町・

鷺巣町・横枕町）の有志が集まり、豊かな自然環境の中で子どもを健やかに

育てたいという思いから、地域の活性化を話し合う団体です。子どもからお

年寄りまで皆が元気な地域コミュニティづくりを目指しています。 

・若い人の人間関係作り

の場のコーディネート

（有償） 

165 

  

 ●     ● 

     

            

 

 



ミライ発酵本舗株式会社 

● 

普段は「旧機那サフラン酒製造本舗(摂田屋 6 番街発酵ミュージアム・米

蔵)」の運営を行っています。 

・摂田屋地区での活動に

ついてのご相談 

・作家さんの作品展示 

166 

  

  ●     

  ● ●  

  ●   ● ● ●     

 

 



   

みんなの認知症予防ゲーム 

（あおーねの会） 

● 

コミュニケーションや仲間づくりが苦手な方は、教室に参加すると自然に友

達ができます。 

教室や家庭の中だけにとどまらず、職場や地域でもこの認知症予防ゲームを

通して、皆がみんなを受け入れ良い関係づくりをすることで、共に明るく生

きる“共生社会”を目指す市民活動団体です。 

・地域の茶の間やサロン

などへの出前（有償） 

・認知症予防講座（地域

づくり）（有償） 

167 

会員  

 ●      

     

            

 

 



 

民謡すみれ会 

● 

「民謡でつなぐ人の和と輪そして感動！」をテーマとし、日本の伝統芸能の

民謡を唄って踊って三味線弾いて、楽しい時間を過ごしています。 

各種交流会、ボランティア活動等を通じて、日本の伝統民謡をたくさんの人

達に楽しんでもらえるよう稽古に精進しています。着付指導もいたします。 

 

民謡（唄・踊り・三味

線・着付け等）の体験会

及び講習会 

民謡イベントの企画運営 

 

168 

会員  

 ● ●   ●  

     

     ●      ● 

 

 



 

長岡技術科学大学留学生生活支援 

ボランティアグループむつみ会 

 

1988 年（昭和 63 年）に当時 63 名の留学生をサポートするため「むつ

（6）み（3）会」と名付け発足しました。それから 30 年以上にわたり、留

学生とその家族を支援しています。また、様々な行事を開催し、地域の方々

との交流を深めています。国際交流、異文化体験などにご興味のある方はぜ

ひご参加ください。 

 

 

169 

会員 
ボラン
ティア 

     ●  

     

    ●        

 

 



まちの駅 

名水縄文雪つららの水 

● 

地域住民、農業生産組合等との連携をはかり食、農、老若一同、自然環境を

守る運動を行い、地域のよりどころとなる野菜直売会を実施し、さらに各種

イベントを地域住民と協力し地域の盛りあがりを目指します。 

イベントの企画運営 

ー生麺のつくり方 

ー茶道・華道の教室 

170 

  

    ●   

● ● ● ● ● 

● ● ● ● ● ● ● ●  ● ● ● 

 

 



 

まちの駅 

もてなし家 

● 

道の駅良寛の里わしまの「もてなし家」は、築 180 年の古民家を移築し、

特産品や地元野菜の直売、食事の提供、地域情報の発信等を行っています。

ガンジーソフトは行列のできる人気商品です。 

・道の駅イベント時の販

売ブースに出店 

・茶室を活用したお茶会 

171 

  

      ● 

     

  ●   ● ●     ● 

 

 



 

ものづくり工房 

AKEBi 

● 

地域の資源を有効活用し、老若男女問わず、誰もがものづくりを通して生き

がいを‼そして地域の和をつくろう‼をモットーに活動しています。 

イベントの際の出店や実

演、体験コーナーの設置

／地域にものづくりの和

をつくること 

172 

会員  

       

  ●   

     ●       

 

 



 

「森・里・海をつなぐ川」の会 

● 

2002 年頃から砂防堰堤に魚道を作って、昔のような「魚のいる相川川」に

したいと有志で作った団体です。2015 年に本会を発足しました。川を中心

とした自然と人の穏やかな関係を取り戻し、子供たちの教育の場を提供する

ことを目的に設立されました。川遊びや魚のつかみどりなど、川での活動を

中心に行っています。 

 

魚道の体験学習(無償) 

浅い川で水遊び(無償) 

173 

会員 
ボラン
ティア 

    ●   

     

        ● ●   

 

 



 

まちの駅 

森の仲人「千の森」 

● 

音楽やダンス、書道、民謡、空手など幅広い活動を通じて世代を超えた居場

所、交流のスペースとして使われています。 

コンサート、音楽発表会、セミナー、ヨガやダンスなどのレッスンに使え

る、一面鏡張りのホールがあります。各種講習会やフリーマーケットにもど

うぞ。Cafe もあるので、ぜひお立ち寄りください。 

様々な特技、資格を持つ

人の紹介／イベントやセ

ミナーなどの場を提供／

音楽や民謡、ダンスなど

のイベント出演 

174 

  

  ● ●  ●  

     

            

 

 



 

やまこし復興交流館  

おらたる 

● 

「おらたる」とは、山古志の古い言葉で「私たちの場所」を表します。 

新潟県中越地震の記憶と復興の様子や、山の暮らしを伝える交流施設です。

プロジェクションマッピングを使った「地形模型シアター」は必見です。 

小中学校向け減災学習プログ

ラム／山古志素材を使ったワ

ークブックや講座の実施／山

古志住民ガイド（バス等に同

乗しての地域めぐりガイド） 

175 

  

      ● 

     

            

 

 



 

優香の会 

● 

伝統的な「お香」の体験を通して、癒しの時間を一緒に過ごしませんか。

「与板 de 香道」という体験会を行い、与板町の魅力を発信しています。ま

た、世代を問わず香道の魅力を初歩から丁寧に指導します。 

・伝統的な香道の体験会 

・着付や着物に興味のあ

る人へ「お香」の体験会 

176 

会員 
ボラン
ティア 

  ●     

     

            

 

 



 

湯と食と 

やすらぎの駅 

● 

当駅は、大浴場から一望できる大自然と、山古志ならではの味覚をご堪能い

ただける、安らぎと憩いの施設です。日々の喧騒を離れて、静かな時間をお

過ごしください。近くには施設名の由来となった“あまやち（尼谷池）の池”

があります。 

 

177 

  

   ●    

    ● 

    ●     ●   

 

 



 

NPO 法人 

夢ハウスけやきの家 

 

支援学校に通う児童生徒の保護者が中心となって結成された任意団体を母体

とした NPO 法人です。以前運営していた通所施設「夢ハウスけやきの家」

は譲渡しましたが、バリアフリー上映会の開催や 24 時間テレビ長岡会場の

裏方などの事業を行っています。 

大手通名物「綿あめぷーさ

ん」は出前可能です。 

（1 か月ほど前に要相談）綿

あめ機一式の貸し出しも可。

着ぐるみも貸します。 

178 

  

 ●      

  ●   

            

 

 



 

与板町歴史ボランティアガイド会 

● 

歴史・文化のまち「よいた」を丁寧に説明し、記録より記憶に残してもら

い、リピートで四季を通して訪問してもらうガイドをする。 

 

与板地域のガイド 

よいた検定の実施 

まち歩き 

179 

会員  

       

     

            

 

 



 

まちの駅 

養楽館 

● 

養楽館は、トロン鉱石を利用した準天然トロン温泉です。うちみ、捻挫、冷

え性に効能がある他、施設には地元の米や野菜を使った料理が楽しめる食堂

があります。2 階は各種宴会等でご利用できます。 

イベント開催の場を提供

します。（森、野外ステー

ジ、大広間など） 

180 

  

       

     

            

 

 



 

まちの駅 

よってげさ 

● 

おぐま酒家（さかや）は、新潟県の日本酒を主に扱う酒店です。土曜日は

17 時から店内で飲酒可能の「角打ち」を開いていますので、有料試飲も出

来ますので、どうぞ参加を！ 

伝統食研究会は、日本人の体質に合った食事や健康法を一緒に学び、健康に

暮らすことを目指して活動している NPO です。一緒に学びませんか？ 

・漢方健康講座 

・季節の健康情報の発

信、お知らせ 

181 

  

       

  ●   

     ●      ● 

 

 



 

よもぎひら雪想灯実行委員会 

● 

太田地区は濁沢、蓬平、竹之高地の 3 集落からなる地域です。中越地震により過疎化が進んでし

まったこの地域を元気にしようと、3 集落の住民が合同で行っている活動が「ながおか太田雪あ

かり」です。この取り組みは今年で 3 年目を迎えます。各家々にろうそくを配り、灯してもらう

ことで、冬家にこもりがちな高齢者が外に出るきっかけを作り出しています。 町内会、小中学

校、地元旅館、大学生などを巻き込み、太田地区の活性化につながっています。 

 

182 

 
ボラン
ティア 

       

     

     ●      ● 

 

 



 

エレクトーン＆リコーダー 

ひなたぼっこ 

 

2006 年に全日本エレクトーン指導者協会の講師仲間によりリコーダーとエ

レクトーンアンサンブル研究会として発足し、2008 年から「ひなたぼっ

こ」として音楽活動を行っています。 

各種イベントでの演奏

（リコーダー、エレクト

ーン、ピアノ、ベル）有

償 

183 

  

  ●     

     

            

 

 



 

リコーダー音楽部 

● 

長岡市内を中心に演奏活動をしています。小中学校で習った懐かしいリコー

ダーですが、大人になってからのアンサンブルは一味違う深みがあります。

クラシックからアニメの曲まで幅広く癒しの音楽をお届けします。 

リコーダーを中心とした

演奏活動 

184 

  

  ●     

  ● ●  

          ● ● 

 

 



 

総合型クラブ Y-GETS 

● 

山古志体育館を拠点に活動する総合型クラブ Y-GETS。スポーツ活動を通じて、多世代交流の場であったり、地域活性化の場になれ

るよう、みなさんの知恵やアイディアを取り入れて活動を広げていきます。Y・・・yamakoshi「山古志」から新たなスポーツ活動を

発信！！G・・・genki スポーツ活動を通して「元気」に！！E・・・enjoy どうせやるなら、楽しく「エンジョイ」T・・・

takusan 世代を超えた「たくさん」の仲間と♪S・・・smile もちろん「スマイル」笑顔でしょ(＾◇＾) Y-GETS という名前に

は、元気で楽しく笑顔がたくさんあふれるようなクラブになりたいとおう思いが込められています。 

・イベント、教室の企画

運営 

・イベントなどへの参加

募集等の周知 

185 

会員  

●   ●    

     

            

 

 



 

NPO 法人 

和島夢来考房 

● 

指定管理者として道の駅「良寛の里わしま」の管理運営事業 ①良寛の里美術館・菊盛記念美術館・

歴史民俗資料館の展示企画や利活用対策実施。②お休み処「和らぎ家」での体験教室やギャラリー、

喫茶・食事提供などの事業展開による地域のたまり場や広域間交流を創出。③地域交流センター「も

てなし家」での広報活動、地域経済活動の支援。④月間「良寛の里通信」を発刊。⑤各種イベントの

開催。⑥国土交通省とのトイレ、情報コーナー、植栽部分の快適性、利便性向上に関する協議。 

 

186 

会員  

  ●     

     

     ●       

● 

 



NPO 法人 

和島ライフ・ケア協会 

● 

1.笑声喫茶“ありがとう” 今日行くところを提供しているボランティア事業 

2.お出かけは“シャレイカー”で、移動弱者をガソリン代だけで送迎している 

3.「老年よ社会奉仕の大志を抱け」 やれる時に、やれる事を、やれる人が

他人のために実働する志を持ち続けることは結局自分の為になる。 

・集いの場運営ノウハウ 

・無登録運送ノウハウ 
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和太鼓チーム 

川躍鼓 

● 

私たち川躍鼓は川口地域で活動する和太鼓団体です。「川口から躍動ある和

太鼓を届けたい」との思いで、令和元年 9 月に設立しました。メンバーは、

和太鼓を叩いてみたい！と思って集まり、初心者ばかりではじめた団体で

す。メンバーはまだ少ないですが、楽しく心が弾み、迫力ある太鼓を伝えて

いきたいと思います。 

イベント等の出演 
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