
協働マッチングリスト

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もらうと、きっとヒントが見つかると思います。

気になった団体があれば、協働センターまでお問い合わせください。

TEL：0258-39-2020 （担当：太田、岩渕）
FAX：0258-39-2900

WEB： https://nkyod.org/
E-mail：kyodo-c@ao-re.jp
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団体名 団体代表者 連絡担当者 地域 団体紹介文 協力できる事 協力して欲しい事 会員募集

1 K-BOX 梨本　和彦 梨本　和彦 市外

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」「PARFORMANCE」「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NHKE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
・作品展の企画、運営

・ライブやイベントのボ

ランティアスタッフ

・ステージ用衣装の制作

者

・イベントの広報手伝い

募集中

2 Let‘s　
ライフオーガナイズ！

大滝　愛弓 大滝　愛弓 三島

ライフオーガナイザー🄬は、思考の整理から始めるコンサ

ルティング型片付けサービスを提供しています。住む人

自身が使いやすく戻しやすい仕組みづくり、「捨てる」

から始めないアプローチが特徴です。

暮らしのストレスを減らし、有意義な人生を生きられる

人を増やすことを目指して活動しています。

片付け相談（年1回程度、

無料）

片付けワークショップ

（有償）

片付けサポート（有償）

・片付けサークル参加者

募集

3 MOA健幸スマイルくらぶ 藤塚　栄司 藤塚　栄司 旧長岡市

私たちは「美育」の活動を通して、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「エネルギー療法」によってスピリ

チュアリティの健康を見つめています。私たちは市民ボ

ランティア団体ですので、興味のある方はいつでもお声

かけください。

・心の健康づくりセミ

ナー（有償）

・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

・運営ボランティア

団体 協力できる・してほしい公開リスト（平成３０年７月版）
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団体名 団体代表者 連絡担当者 地域 団体紹介文 協力できる事 協力して欲しい事 会員募集

4 NADO 大石　克輝 大石　克輝 旧長岡市

NADOではこれまでさまざまなイベントを企画・運営し、毎回の
反省点からイベントを改善したり、イベントの種類を増やしてき
ました。
◆ものがたりカフェ
県内各地のカフェなどにさまざまな学校の高校生が集まり、交
流して仲を深めたのちにテーマを設けて語り合うイベント。
◆新潟高校生サミット
年に数回、大きい会場を借りて、県内全域の高校生を対象に
高校生が集まり、テーマに沿って熟議し、プランを提案するイベ
ント。ゲストもお招きし、新潟の高校生のアツさ、本気度を発信
する場にもなっている。
ものがたりカフェや高校生サミット以外でもBBQやまちめぐり等
さまざまなイベントをやってます。

・イベント企画及び協力

（若者向け）一部有償あ

り

・メンバー募集

募集中

5 Nagaokaみんなの子育てラボ 赤川　美穂 赤川　美穂 旧長岡市

まちなかキャンパス第 4 期まちづくり市民研究所から
派生した「Nagaoka みんなの子育てラボ」は
長岡の子育てを社会全体で取り組むまちづくりに楽しく
まじめに取り組む市民団体です！
「長岡に住むあなたの子育て＝長岡の子育て」
という視点でとらえ子どもも親もみんなで育てていこう！
みんなで一緒に育っていこう！と考えています。
長岡で子育てをしていてよかった！
そう思えるような環境を一緒に作っていきませんか。
キーワードは「みんなで育てる・みんなが育つ」！

参加メンバーが子育てのこ
とで役立つ活動をしており
キャラぞろいです。
『なにかやってみたい』とい
うときはご相談ください

イベント時のお手伝い

6 NPO法人キズナの森 山田　淳一 原田　敏 中之島

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。

イベント時のボランティア
会員募集中

募集中

7
NPO法人醸造の町
摂田屋町おこしの会

渡辺　誠介 渡辺　誠介 旧長岡市

摂田屋地区は、江戸時代から酒・味噌・醤油等の製造業

が集積した町で、歴史的建造物と風情ある景観が残され

ています。しかし、平成16年に発生した中越地震で大き

な被害を受けたのを機に、復興と地域の活性化を図るべ

くNPO法人を立ち上げ、PR活動やイベントを行い、多くの

皆さまから暖かいご支援をいただいて今日に至っており

ます。

・まちづくりや町並み景観づ
くりについての勉強会や座
談会の開催
・講演会
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団体名 団体代表者 連絡担当者 地域 団体紹介文 協力できる事 協力して欲しい事 会員募集

8 NPO法人新潟マック 菊池　功 菊池　功 旧長岡市

特定非営利活動法人新潟マックはアルコール・薬物・

ギャンブル、その他の依存症者の社会復帰を支援する地

域活動支援センターとグループホームの運営を中心に、

家族のためのミーティングや、正しい依存症の知識を広

める為の研修会などの開催、病院へのメッセージなどを

行っています。

依存症に関することは、新潟マックへご相談ください。

・学校や地域、企業など

での講演会（依存症につ

いての知識の普及）

募集中

9
NPO法人
多世代交流館になニーナ

佐竹　直子 馬場　裕子 旧長岡市

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。

・運営スタッフ募集中

・子育ての駅ぐんぐんで

の「子供の見守り」ボラ

ンティア募集中

10 SPARKS 太刀川　美恵子 織田島　真紀 旧長岡市

３歳から小6までのキッズのアットホームなダンスサーク

ルです。週１回１時間、講師のもと仲良く練習していま

す。ベースは、HIPHOPです。まだまだこれからの団体で

すが、今後は各種イベントのステージに積極的に参加し

ていく予定です。一緒に楽しい想い出創りをしましょ

う。

・各種イベントステージ

に出演（無償）

・会員募集（３歳～６年

生の男女）

・ステージ、イベントな

どの出演の場
募集中

11 いけばな小原流長岡支部 清野　茂子 中村　眞里子 旧長岡市

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）

募集中
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団体名 団体代表者 連絡担当者 地域 団体紹介文 協力できる事 協力して欲しい事 会員募集

12 クッキング泉 名地　秀行 今泉　昇 旧長岡市

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（除く

８月）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）

・高齢者の生きがい活動

をされている団体とのコ

ラボ

・近くに一人暮らしの方

がおいでになられたら声

掛けをお願いします。

（概ね50歳以上の方）

募集中

13 こどもの城をつくる大人の会 下田　将太郎 下田　将太郎 旧長岡市

新潟県内の中間地点である長岡市にこどもたちが大好き

な人気キャラクターなどをメインとした「アンパンマン

ミュージアム」や「ジブリ美術館」を常設屋内テーマ

パークとして誘致するための活動を行います。

・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

・運営及びイベントを手

伝ってくれるンバー募集

・当団体と協働できる団

体の募集

募集中

14 コロロを学ぶ会 小黒　小百合 小黒　小百合 旧長岡市

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、問題を抱える子どもたちのための療育方法コロロメ

ソッドを学び、実践しています。リズムに乗って運動す

る親子参加のトレーニング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。

まずは私たちが発達障害について学び、発達障害への理

解を深めていきたいと思っています。

発達障害児、者の行動問

題をココロメソッド療育

法で実践、改善を図りま

す。

親子活動の中での子供達

が見たくなるようなパ

フォーマンスや合唱、楽

器の演奏をしてくれる

方。

15 しろうまる食堂 ジョーンズ文穂 山本実希子 旧長岡市

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。

・食材の提供

・宿題ボランティア

・あそびボランティア
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団体名 団体代表者 連絡担当者 地域 団体紹介文 協力できる事 協力して欲しい事 会員募集

16 チーム木念人 小名川　征生 佐藤　誠 旧長岡市

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）

17 チャレンジライフ 神林　正人 今泉　昇 旧長岡市

戦後日本の農業は、農薬や化学肥料の使用で大量生産が

可能となり減税に至っている。一方、農薬の多用等は、

ガンやアルツハイマーを引き起こすとされている。

未来ある子供たちに、食の安全と食育活動を通して、又

健康と生きがいを高めて充実した人生を送っていただく

ために安全でおいしい野菜作りを普及しています。

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。

ぷれジョブの親子体験の

サポーター（藤橋の畑に

て）

募集中

18 トキめき新潟卓球協議会 田中　公平 田中　公平 旧長岡市

越後長岡オープン卓球大会（4月開催）や秋の3ｗ卓球大

会を開催。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で

す。

卓球大会や卓球サークル

への支援

19 ドレミントふれんず 西片　淑子 西片　淑子 旧長岡市

みんなで歌ったり、楽器を演奏したり、体を動かしたり

参加型のコンサートを提供します。

幅広い世代の方々への音楽・笑い・コミュニケーション

の力で心と身体の健康維持をサポートします。

お気軽にお声掛けください。

・介護予防や健康維持の

ための音楽プログラムの

作成と演奏（有償）

・子育て支援のための音

楽活動（有償）

・各種イベントでの生演

奏（有償）

20 なうネット長岡 波形　勝光 鈴木　裕平 旧長岡市

長岡地域の障害福祉に携わる職員が、法人を跨いで連携

し社会貢献かつどうをしています。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

・障害のある方が表現し

た独自の感性の作品の紹

介

・当団体で開催する研修

会や文化芸術活動の紹

介・周知

募集中
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団体名 団体代表者 連絡担当者 地域 団体紹介文 協力できる事 協力して欲しい事 会員募集

21
ながおか医療生協
フィットネスレインボー
健康運動教室

木村　正史 木村　正史 旧長岡市

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

・サポートスタッフとし

て協力していただける方

募集中

22 ながおか臨床美術の会 土田　倖子 村山　珠代 旧長岡市

心が笑う　わくわくアートでポジティブライフ。中越地域を中心に
放課後こども教室、福祉施設や高齢者施設での造形活動とし
て臨床美術のセッションを行っています。
平成26年度のはつらつ長寿課企画「なっちゃんクラブ」で臨床
美術講座を実施しました。
※臨床美術とは…
絵やオブジェなどの作品を楽しみながら作ることによって、
脳を活性化させ、認知症などを改善するために開発されたもの
です。
年齢を問わず、どなたにも楽しんでいただけるアートプログラム
です。

・臨床美術のアートプロ

グラムを使った交流の場

づくり（有償）

・臨床美術のアートプロ

グラム体験ワークショッ

プ（材料費等）

・ボランティアスタッフ

・一緒に活動したい会員

・臨床美術のセッション

ができるスペース、イベ

ント

募集中

23 フードバンクにいがた
　長岡センター

山崎　一雄 山崎　一雄 旧長岡市

「もったいない」から「ありがとう」
「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（生活困
窮世帯）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。

生活困窮世帯への支援して
いる団体への協力ができま
す

フードドライブ時の運営ボラ
ンティア、食品棚卸ボラン
ティアなど協力者募集中で
す。

募集中

24 まちの駅　森の仲人「千の森」 青柳　忠浩 青柳　忠浩 旧長岡市

音楽やダンス、書道、民謡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喜んで頂いてい

ます。

赤ちゃん連れの方が憩える和室や子ども達が本を読んだ

りするミニ図書館やホールがあります。

各種発表会やフリーマーケットも開催します。Cofeもある

ので、ぜひお立ち寄りください。

・様々な特技を持つ人を

紹介できます。

・イベントや寄り合いの

場を提供

・音楽や民謡、ダンスな

どのイベント出演

・各種カルチャー教室の

講師を募集しています。

・家庭で不要になった

本、将棋盤、囲碁盤
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団体名 団体代表者 連絡担当者 地域 団体紹介文 協力できる事 協力して欲しい事 会員募集

25 リコーダーアンサンブル
　ひなたぼっこ

中嶋　かおる 中嶋　美佳 旧長岡市

柔らかなリコーダーの音色でいろんな音楽を届けます♪

エレクトーンとのアンサンブルはバラエティに富んだ音

楽を創ります。

2013年8月よりアオーレ長岡で、ランチタイムにコンサー

トを開催しています。

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

26 一般社団法人
長岡市パークゴルフ協会

豊口　協 森田　まさ子 旧長岡市

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、障が

い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
募集中

27 音楽とお話　すいかのたね 遠藤　美代子 中嶋　美佳 旧長岡市

親子向けの参加型コンサートを県内各地で開催していま

す。

1997年より20年間、県内の保育園等で300回に及ぶコン

サートを開催。現在は、大人向けに朗読と音楽のコン

サートを準備中。今までの経験を土台に新しい創作活動

を開始し、ハートフルなコンサートを開催予定。

朗読と音楽のコンサート

28 楽団ベルバラ 権頭　朝子 権頭　朝子 旧長岡市

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、子育ての駅や福祉

施設、病院、丘陵公園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。

・子どもさんやお年寄り

病院等での演奏会

　※昨年度はこのサイト

のおけげで、病院関係者

からお声掛けいただきま

した。

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）
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団体名 団体代表者 連絡担当者 地域 団体紹介文 協力できる事 協力して欲しい事 会員募集

29 股旅あい好会 青柳　正
（葵　新之助）

青柳　正 旧長岡市

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。波の音や馬の

走る音などの効果音の道具を製作中です。夏休みの子供

たちにご披露する予定です。

・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

・イベント出演時の写真

撮影などのボランティア

を募集

募集中

30
向日葵の会
(摂食障害親の会）

中田　登志美 中田　登志美 市外

発足依頼20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皆をもいろいろなこ

とを振り返り、考える時を作っています。心の奥底に耐

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。

摂食障害の座談会を企画

します。

実際の現場にいるお母さ

んの生の声が出る会で

す。

一緒に聞いてみたい方募

集しています。

・一緒に話を聴いてみた

い方

・悩んでいるお母さん

・話を聴いて欲しいお母

さん

・本人の参加も可

・お父さんやご家族の参

加も可

31 上川西桜ロード会 こしきざわこういち

甑澤　幸一
下田　将太郎 旧長岡市

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

・運営を手伝ってくれる

メンバー

・当団体と協働できる団

体

募集中
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団体名 団体代表者 連絡担当者 地域 団体紹介文 協力できる事 協力して欲しい事 会員募集

32 食べて知る”あなたの地域野菜 高林　正和 高林　正和 旧長岡市

「“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

イベントボランティア

各地域の協力農家＆飲食

店＆観光協会のイベント

参加者を募集していま

す。
募集中

33 新潟で水中ホッケー
を推進する会

佐藤　直紀 佐藤　直紀 旧長岡市

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！？現在、日本代表が3名在籍中で

す。

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

メンバー募集

活動できるプールを探し

ています。

募集中

34
新潟県の整理収納アドバイザー
　BeCome

山田　千晴 山田　千晴 旧長岡市

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）

・集客

・広報

35 新潟県越路「大地の会」 小川幸雄 永井　千恵子 越路

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。
募集中
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団体名 団体代表者 連絡担当者 地域 団体紹介文 協力できる事 協力して欲しい事 会員募集

36 新潟県発動機愛好会 白井俊一 白井俊一 越路

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

運転会運営補助（企画ア

イディア・情報発信）

会員募集中

募集中

37 中越ケーナサークル 金子　秀樹 金子　秀樹 旧長岡市

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

募集中

38 長岡SST交流会 品田　秀樹 品田　秀樹 旧長岡市

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

になるスキルを身に付ける。物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、気分転換法等で対処し、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

講義と実技

・ストレス対策の技法の

紹介と体験講座：怒りの

コントロールと気分転換

法、めい想、座禅、笑い

ヨガ、魔法の言葉探し

・グループワーク、個別

面接の方法などを学びた

い方の参加を募集

39 長岡おやこ劇場 小杉　佐智子 小杉　佐智子 旧長岡市

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

イベントでの会場設営の

お手伝い
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団体名 団体代表者 連絡担当者 地域 団体紹介文 協力できる事 協力して欲しい事 会員募集

40 長岡二響の会 高橋　裕二 高橋　裕二 旧長岡市

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）

活動の場の提供

41 長岡年金受給者協会 小林成治 櫻井　繁 旧長岡市

会員相互の親睦を図るためレクリエーション活動をして

います。

全国組織で、全年連、県連、地区協会とあり、根金制度

維持確立のため年1回程度陳情を行っています。

事務局の補助（微少の謝

礼あり）1名

募集中

42 長岡民話の会 青柳　保子 今井　淳子 旧長岡市

会員は養成に応じて様々な機会に越後の民話を語りま

す。月2回の例会を開催、また、年に数回民話ゆかりの地

鵜を探訪し研修に励んでいます。広く語りを紹介する

「長岡民話百物語」も公開。今年は開府400年を記念し

て、長岡の心を語りで表現します。

民話を語ります。指導も

します。

会員となって語りのボラ

ンティアに参加してくれ

る人を募集。

43 闘牛と錦鯉と
伝統文化を楽しむ会

篠田　康弘 篠田　康弘 旧長岡市

この会は、子どものころから親しみ、遊んでいた旧二十

村郷の歴史と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。

・他団体との交流会 ・見学会や写真展の手伝

いをしてくれる方
募集中
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