
№ 団体名 代表者名 連絡先 活動内容 団体からの自己紹介・ＰＲ 活動人数 会費等 活動日

1 妙高（関山）の文化財を語る会 川上　昭治 82-2690

文化財案内書の作成、文化財の
ガイド、文化財の清掃、関係団
体との協働事業、会報「通信」
の発行

当地区には関山神社の銅造菩薩
立像、旧関山宝蔵院庭園をはじ
め多くの文化財が点在していま
す。これら貴重な文化財を守り
継ぐ活動として、訪れる方々へ
のガイド、会報を発行して地域
の人々に情報を発信していま
す。

128名 1,000円/年 通年

2 女性部妙高地区 山下　洋子
82-2302

090-4671-5516

妙高地区女性部は、年間を通し
てさまざまな活動を行っていま
す。
料理教室や手芸教室、踊り、交
流会など気に入ってもらえる活
動がきっとあります。ぜひお気
軽にお申込みください。仲間と
楽しく活動しましょう。

59名 700円/年
午前9:30～
午後1:30～

3 妙高高原こでまり会 松下　栄子 86-4238

定例句会月に1回（年に9回）
春、秋の吟行、忘年句会妙高高
原駅と県立妙高病院へ俳句の掲
示、上越タイムスへ投句

自然、歴史、文化に触れ、その
感動を俳句で表現しています。
定例句会と吟行句会も行い、作
品を妙高高原駅と妙高病院へ掲
示しています。初心者の方も一
緒に俳句を楽しみましょう。お
ためし参加大歓迎です。

12名 12,000円/年
毎月第1火曜日
13:30～16:00

4 高橋三弦会・WEST FLASH 髙橋　吉晴 72-2276
日本とアメリカの伝統的な音楽
の普及と発展に貢献する事

日本の歴史的な邦楽である三味
線音楽と和太鼓の演奏に日本舞
踊を付けた高橋三弦会とバン
ジョーやバイオリン、ベース、
マンドリンを使いアメリカのカ
ントリー音楽を演奏するウェス
トフラッシュの演奏をお聞きく
ださい。

11名 なし 通年

5 文芸妙高編集委員会 井澤　秀男 72-2597

市民などから文芸作品（随筆、
短歌、俳句など）を募集し、年
に一回「文芸妙高」を発行す
る。
文芸講座（俳句、短歌）を開催
する。

文芸妙高編集委員会では、市民
などから文芸作品を募集し、
「文芸妙高」として発行するこ
とで、市民の創作意欲を高める
活動をしています。また、文芸
講座を開催し、これからの人材
育成にも力を入れています。

12名 なし

編集会議
（6・10・2月）

校正作業
（11～1月）
文芸講座

（8月に2回)

１．文学・歴史・文芸



№ 団体名 代表者名 連絡先 活動内容 団体からの自己紹介・ＰＲ 活動人数 会費等 活動日

１．文学・歴史・文芸

6 紙芝居文化研究会 山崎　淳子 72-5924

・紙芝居文化の研究に努め、子
どもからお年寄りまで温もりあ
る心の交流を支援
・支援者の育成と情報交換
・広域に紙芝居による生きるよ
ろこびを出前

演じてこそ、生きる紙芝居。演
じるための理論を深めつつ、演
じ方を楽しく学び合っていま
す。IT化が進む今、紙芝居なら
ではの伝え方で、子どもからお
年寄りまで人と人との温もりあ
る心の交流を求めて活動してい
ます。

6名 500円/月
毎月第4水曜日
14:30～16:00



№ 団体名 代表者名 連絡先 活動内容 団体からの自己紹介・ＰＲ 活動人数 会費等 活動日

1 民踊四つ葉会 内山　ケイ子 72-0022 民踊　踊りの練習

もっと外に出てみよう。もっと
人と関わったほうが楽しい。民
踊を通して人と関わればもっと
楽しい。良い仲間作りをモッ
トーに楽しんでいます。

6名 2,000円/月

月2回
第2、第4金曜日
13：30～15：30

2 景虎太鼓 岩澤　惇子 72-2064 太鼓活動

25周年景虎太鼓発表会（12/4開
催）を目指しています。景虎公
の生き様を表現した「炎」や
「残火の虎哮」の太鼓曲他、ダ
ンスコラボもあり。幼児から大
人まで、親子大歓迎。
みんな一緒に!!「楽しくソーレ
親子太鼓教室」で打ちましょ
う。

15名
一家族

500円/月
毎週木曜日

夜 7：00～9：00

3 新井音楽協会 佐藤　栄一 72-2216

加盟団体の強化発展と相互の連
絡融和を図るとともに、新井の
音楽文化を普及振興し、あわせ
て市民の情操陶冶の向上に寄与
する。

10団体 不定期

4 新井混声合唱団 佐藤　栄一 72-2216
・定期演奏会の開催
・久比岐野合唱フェスティバル
への参加

毎週火曜日の19時30分～21時30
分妙高市コミュニティセンター1
階会議室で、楽しく練習してい
ます。金子先生の素晴らしい指
導で楽しく歌ってます。一緒に
歌いましょう♪お仲間にどう
ぞ。大歓迎します。

22名 2,000円/月
毎週火曜日

午後7時30分～
9時30分

5 大正琴フレンズ 陸川　惠美子
72-5235

090-2884-4005

・大正琴普及：継承の活動を行
う。
・会員は演奏技術を高める為、
練習を月2回指定された場所で行
う。
・その他目的達成に向けての必
要な活動を行う。

琴伝流大正琴を愛好する仲間で
す。
毎年全国大会、県大会、上越大
会の発表会があり、月2回上席大
師範を講師に練習をしていま
す。軽い茶菓で雑談を楽しむ時
間もあります。
関心のある方のご一報をお待ち
しています。又見学も受けま
す。

10名
3,000～

4,000円/月

毎月第1、第3金曜日
午後1時半より

2時間

6 オカリナ同好会 「カノン」 塚田　由美子 72-6509

・オカリナ演奏の練習
・依頼を受けた方々への出張演
奏
・地域活動人材制度に協力し、
音楽の楽しさを伝える

私達グループは、オカリナの音
色に惹かれて集まった仲間で
す。モットーは“細く長く継続
は力なり”気持ちは若く、皆で
無理せず楽しみながら活動して
います。

17名 2,000円/年

3月～11月
第2、第4　木曜日
19：00～21：00
第3　木曜日

13：00～15：00

２．音楽・芸能



№ 団体名 代表者名 連絡先 活動内容 団体からの自己紹介・ＰＲ 活動人数 会費等 活動日

２．音楽・芸能

7 妙高高原混声合唱団 高山 一恵 86-2369

混声四部の合唱曲を中心に練習
し、合唱祭参加・定期演奏会の
開催をおこなう。
コロナが終息したら、病院や福
祉施設を訪問し、歌を届けた
り、いっしょに歌う。

歌が大好きな仲間です。今年こ
そはコロナが終息し、定演や訪
問活動が実施できるのを楽しみ
にしています。団員の減少と高
齢化が心配な限界合唱団です
が、合唱の灯を消さないようが
んばります。ぜひ入団お願いし
ます。

14名 2,500円/月
4月～11月
毎週水曜日

19：30～21：00

8 コーラス・フィロ 池田　敦子 72-5360
合唱
市民文化祭に参加する

シニアのコーラスグループで
す。
日本や世界の名曲を中心に歌っ
ています。ただ歌うだけではな
く、音の重なり（ハーモニー）
を楽しめるのが合唱です。一緒
に歌いませんか。大きく息を
吸って声を出すと、スッキリし
ます。

17名 2,500円/月
火曜日

9：50～11：30

9 新井吹奏楽団 綿貫　一浩 090-8683-4329
①音楽活動に関する演奏会
②地域社会への行事への積極的
参加および奉仕演奏活動

吹奏楽というジャンルの音楽で
楽器を演奏する団体です。主に
地域のイベントやコンクール、
年一回は演奏会を開催します。
高校生以上であれば入団可能で
す。是非一度見学へお越し下さ
いませ。おまちしております。

20名 2,500円/月 毎週火曜・金曜

10 うたごえサークル　 たけのこ 大口　知子 72-3513

合唱を主体としたサークル活動
・各種コンサートに出演　・合
唱講習会に参加　・ボランティ
ア活動

生命の尊厳や平和の大切さをう
たごえに込め活動して40年を迎
えます。会員の親睦や優れた音
楽の普及、うたごえの輪を広げ
ようと地道にコロナ禍でも工夫
し楽しく活動しています。

18名 2,000円/月
毎月　第2、4土曜日
 午後1:30～3:30

11 妙高オーディオ倶楽部 田光　由和 86-2036

・オーディオ技術の研修と学習
・レコードによる音楽遺産の保
存と普及
・その他

オーディオ及びレコード音楽を
こよなく愛している団体です。
年2回のオーディオ発表会は全国
から注目されている行事です。
オーディオに興味の有る方々の
参加をお待ち致しております。

17名 2,000円/年
6月・10月

研究発表会と学習会



№ 団体名 代表者名 連絡先 活動内容 団体からの自己紹介・ＰＲ 活動人数 会費等 活動日

２．音楽・芸能

12 妙高山麓男声合唱団 松口　勲 86-2731
・定期演奏会
・他団体との交流合唱祭
・老人ホーム等出前演奏会

地域に貢献する妙高山、多くの
市民を幸福、元気にする妙高
山、雄大なる山景を賞賛し、男
性合唱にて賞賛するため結成し
た。そして、男性の日夜酒、酒
一方女性の文化に参加する姿勢
は左列的に多く男性は女性を見
習うべきだ。

8名 1,500円/月 通年

13 高橋三弦会・WEST FLASH 髙橋　吉晴 72-2276
日本とアメリカの伝統的な音楽
の普及と発展に貢献する事

日本の歴史的な邦楽である三味
線音楽と和太鼓の演奏に日本舞
踊を付けた高橋三弦会とバン
ジョーやバイオリン、ベース、
マンドリンを使いアメリカのカ
ントリー音楽を演奏するウェス
トフラッシュの演奏をお聞きく
ださい。

11名 なし 通年

14 楽団ニューコラール 押木　隆夫
72-5714

090-2303-3585

毎月2回程度全員練習と年間数回
の演奏会活動、並びに近隣の介
護施設等へのボランティア活動
など

サックス、クラリネット、トロ
ンボーン、ピアノというやや変
わった編成の管楽器バンドで
す。難しい楽曲は無理ですが、
耳障りなし。美しく生きた音出
しには、多少の自信がありま
す。管楽器の音色をぜひお聞き
ください。

10名 20,000円/年 毎週日曜

15 女声コーラス　ぬくぬく 川俣　キミ子 72-3228
合唱を通じて親睦交流を促進
し、文化向上を図る。

楽しく歌いませんか。お待ちし
てま～す！

15名
1,000円/1回
2,000円/3回

月曜または火曜
10時～12時

16
ストリートダンスサークル
・＠－ＰＲＯＪＥＣＴ．

金子　紳也 090-7832-8385 ストリートダンスの練習と発表

妙高市を拠点に活動しているス
トリートダンスのチームです。
老若男女や経験の有無問わず、
随時メンバー募集中です。イベ
ント等への出演のご依頼もお待
ちしています！お気軽にお問合
せください。

29名 1人1回500円

火曜日
17：15～18：15
18：30～19：30

木曜日
18：00～19：00

土曜日
17：30～18：50

17 妙高市新井文化協会 長谷部　守 72-4740

妙高市の文化活動を行っている
団体が集まり相互の活動を助け
合いながら親睦深め自分達の文
化活動を活性化する様皆んな
で、協力出来る様にしたいで
す。グループ活動をしている皆
様、新井文化協会に加盟して下
さい。

16団体
加盟1団体
3,000円/年

通年



№ 団体名 代表者名 連絡先 活動内容 団体からの自己紹介・ＰＲ 活動人数 会費等 活動日

２．音楽・芸能

18 寿美世舞踊会 新井教室 古川　照子 72-5810

演歌、歌謡曲に合わせて踊る楽
しい日本舞踊です。会員の和を
大切におしゃべりを楽しみなが
ら老化防止と体力作りも兼ねて
毎週集まっています。地域行事
への参加で優美な舞を観てもら
えるよう練習しています。

5名 2,000円/月
毎週火曜

偶数月の第1木曜

19 あらいばやし保存会 土田　隆 72-1102
大人から子供まで楽しめる会で
す。

22名 大人2,000円 毎月第2、第4水曜

20 筝曲 明倫会 出口　千恵子 72-3692

筝曲明倫会は毎週土曜日、田町
公民館をお借りしてお稽古をし
ております。会員の皆さんは
年々高齢化しておりますが、無
理をせず楽しくお稽古をしてお
ります。お稽古を始めて今年で
36年目になります。

9名 6,000円/月 毎週土曜

21 花友琴の会 秋山　幾世子 72-2884

私達のグループは、月2回いきい
きプラザで、大正琴の練習をし
ています。皆で力を合わせて4部
合奏が出来上がると嬉しいもの
です。皆さん一緒に大正琴を始
めてみませんか。

12名 2,500円/月 第1、第3火曜

22
紫洲流日本明吟会
新潟本部新井支部

横田 泰伊 72-2604

・週一回の錬吟
・支部主催の発表会
・本部主催の諸活動への参加
・文化協会の諸活動及び課名諸
団体との共催又は協賛

毎週1回大きな声を出してストレ
ス解消をしています。漢詩和歌
俳句等自分の好きな詩歌を大き
な声で吟じる事で作者の心を感
じたり、自身の人生の指針を教
えて貰ったり出来ます。皆さん
も1度教室に来てください。

17名 3,000円/月

板倉教室
火 13:00～15:00

新井教室
水 19:30～21:30

南部教室
水 13:30～15:30

23 高謡会 長藤　惠一 72-4991

日本が世界に誇る古典芸能の能
の台本とも言える謡曲本で謡う
ことのよって、劇中の人物を演
じるのが高謡会の活動です。源
氏物語や平家物語、各地の伝承
説話等の物語の中に身を置き、
幽玄の世界が楽しめます。

10名 1,000円/年 週1回程度



№ 団体名 代表者名 連絡先 活動内容 団体からの自己紹介・ＰＲ 活動人数 会費等 活動日

２．音楽・芸能

24 民謡　友糸会 堀川　建夫 72-1247

平成6年4月に発足して東北民謡
を中心に津軽三味線の会として
三味線の好きな仲間が集まり週1
回練習を行っています。今は新
型コロナウィルス禍の中で出演
の機会もなく練習をするのみで
す。

21名 5,000円 毎週1回

25 新井諸流生花協会 大原　絹代 72-9142

池坊、古流、小原流、草月流の
四流派にて各人での教授活動と
文化協会主催妙高市民文化祭及
び新井生花協会主催花展「花誘
う」での作品展示。自然豊かな
この地。、美しいはなたちのか
たらいをたのしんでみません？

35名 1,500円 月1回

26 新井民謡（踊）保存会 杉本　精一 72-2385

健康民謡教室を一般向けに開催
しています。15人程度参加して
います。健康増進とボケ防止に
評判になっています。第1.3木曜
日、AM9:00～11:00　ふれあい会
館　集会室A.B　参加費1ヶ月500
円　外、みなかみの里へのボラ
ンティア・あらいまつり（あら
いばやし）の指導普及

8名 500円/月 毎週火曜

27 妙高高原文化協会 郷戸　充吾 86-2643

妙高高原文化協会は１７団体加
盟しており、各団体では施設へ
の慰問地区の祭り、敬老会イベ
ント等へ積極的に参加しており
ます。コロナ禍でありますが何
とか頑張って活動しています。
協会ではずいじかいいんの募集
をしております。

17団体 3,000円/年 通年

28 妙高高原民謡愛好会 関口　和子
86-3831

090-2761-1559

四季折々に美しい妙高山、大き
な夢、希望を与えてくれる宝の
山、私達は池の平ふれあい会館
で健康増進し、楽しく先生のご
指導で民謡、舞踊を踊っていま
す。4月より活動して秋の妙高高
原芸能祭に参加の為お稽古を頑
張っています。

23名 2,000円 毎月第2、第4月曜



№ 団体名 代表者名 連絡先 活動内容 団体からの自己紹介・ＰＲ 活動人数 会費等 活動日

２．音楽・芸能

29 須弥山太鼓保存会 山川 明 86-4832

我が太鼓は創作されて今年で47
年目を迎える団体です。和太鼓
を通じて各種イベントに参加し
て地域の活性化を目的として活
動しています。練習日は毎週火
曜日妙高高原体育館ホットア
リーナ軽運動室で行っていま
す。

22名 2,000円/年 毎週火曜

30 妙高大正琴の会 吉崎　せつ子
86-3189

090-5547-6317

会員の月2回の練習の他、地区内
での発表会や地域内外の福祉施
設等、ボランティア活動実施

私達「妙高大正琴の会」は地域
の琴を愛する者同志が集まりお
だやかな雰囲気で音楽を楽しん
でおります。又、年間を通して
地域のイベントや老人福祉施設
からの慰問等ボランティア活動
もしております。

16名 1,000円/年
4月～11月までの

毎週火曜日
午後4：30～

31 妙高フラサークル　アロハ 内田　由美子 090-2496-0680

アロハの精神（親切・団結・愉
快・謙遜・忍耐）を持ちフラを
通してお互いを愛し、敬い、す
べてを大切にする心、人に親切
にしたり助け合うことを育んで
います。広く大勢の方にフラの
楽しさを伝え、心と身体の健康
を目指します。

24名 300円/月 毎週水曜

32 妙高文化協会 宮澤　一照 82-2322

妙高文化協会には10団体が加盟
し、日頃の成果をふるさとまつ
り敬老会で発表し好評を得てい
ます。又講習会参加、体験会開
催、施設へのボランティア活動
も活発で、健康づくり、仲間づ
くりのため日々頑張っていま
す。

10団体 1,000円/年 通年

33 日舞若葉会 大久保 サチ子 82-2206

約35年の歴史を持つ日舞若葉会
です。日本クラウン舞踊協会に
加入し、ボランティア各種行事
事業にと、週1回の練習をしなが
ら活動しております。“健康と
ぼけ防止の為”を合言葉に会員
の親睦を計り楽しくやっており
ます。

10名 1,000円/月 毎週水曜午後



№ 団体名 代表者名 連絡先 活動内容 団体からの自己紹介・ＰＲ 活動人数 会費等 活動日

２．音楽・芸能

34 コーラス ななかまど 大久保 真樹子
　82-2383

080-6752-0973

女声合唱団です。毎週木曜日夜
に練習しています。地域のイベ
ントには積極的に参加し、１１
月には定期演奏会を催していま
す。妙高山の歌や私たちの好き
な歌で地元を盛り上げていきた
いです。ご参加をお待ちしてお
ります。

19名
2,000円/年
2,000円/月

4月～11月
毎週木曜

35 俚唄声友会 池田　和子 82-3092

ボランティア活動等で喜んでも
らえると、とてもやりがいを感
じます。生の三味線伴奏で本格
的な民謡の練習が出来ます。大
きな声を出す事でストレスの発
散及び腹式呼吸をするの事で健
康にもいいですよ。皆で唄いま
しょう。

6名 1,000円/月
月2回

木曜　19:30～21:00



№ 団体名 代表者名 連絡先 活動内容 団体からの自己紹介・ＰＲ 活動人数 会費等 活動日

1 妙高さつき会 八重澤　正春 72-6298

1）当会の展示会に無料で出品で
きる
2）鹿沼市の展示会や園芸店への
研修旅行に格安で参加できる
3）「最新花と盆養木」カレン
ダー（会名入り）が無料で配布
される
4）定例会等でサツキ盆栽の管理
習得できる。

18名 4,000円/年

2 絵画塾 陽光会 市村　みよ子 72-5827

田中雅雄先生を講師に迎え、油
彩画、水彩画、パステル画など
を描き、市展・四季彩展・ふる
さと美術展（陽光会独自の美術
展）に出品し活動している。

発足23年になる絵画塾です。講
師田中雅雄先生のご指導で油
絵、水彩、パステル画など楽し
く学んでいます。月2回、第2、
第4木曜日の午後。市展、四季彩
展や会独自の「ふるさと美術
展」に出品し活動しています。

19名 10,000円/年
毎月第2、第4木曜日
13：30～16：30

3 フラワーデザインクラブ 尾﨑　葉子
73-8531

090-2733-4712

フラワーデザイン全般
日常生活にいかせる作って、
飾って楽しめるフラワーデザイ
ンの習得

誰にでも簡単にできるフラワー
デザイン技術を習得し、日常生
活に花を飾り、生活にうるおい
を与え、周囲を明るく豊かに
し、輪を広げましょう。

13名 800円/月
第4火曜日
19：00～

4 あらい日本画愛好会 金子　好子 72-5332
・講師による指導学習
・各自による作品制作

講師の指導の元に、心に響いた
身近なものを日本画にして描い
ています。唯一無二の作品に喜
びを感じます。様々な場を通し
て、日本画の魅力を知り、関心
を持っていただける事を望みま
す。

11名 25,000円/年
第1、第3金曜日
13：00～16：00

5 和紙ちぎり絵サークル 雪割草 池田　敏子 72-0899

・講師を招き、月1回　がんぴ舎
（鳥取県米子市）の教材を使っ
て和紙ちぎり絵の作品づくりを
している。
・毎年板倉サークルと合同サー
クル展を開催。教材を使った作
品だけでなく、日頃の研修成果
を生かし、創作作品も出展。市
展や全国和紙ちぎり絵サークル
展にも応募・出展している。

和紙の表現力の豊かさに魅せら
れちぎり絵を楽しんでいるサー
クルです。男女・年齢を問わず
誰もが楽しめるのも魅力の一つ
です。完成時はもちろんですが
途中もなかなかの感動もの。み
なさんも仲間になってはじめま
せんか。

11名

1,000円/月
教材費
1,650～
3,300円

毎月第3土曜日
13：30～16：30

３．美術・工芸



№ 団体名 代表者名 連絡先 活動内容 団体からの自己紹介・ＰＲ 活動人数 会費等 活動日

３．美術・工芸

6 水墨画クラブ 小島　和子 72-5270

墨の濃淡によって描く水墨画の
世界は、想像する楽しさに溢れ
ています。一枚の白い紙に貴方
も筆を自由に走らせ白と墨の絵
を描いて楽しみませんか。入会
をお待ち致しております。

11名 2,000円/月

4月～12月
毎月

第2、第4金曜日
午後1時半～3時半

7 妙高市いけばなこども教室 早川　茂 72-2269
子供達に伝統文化の1つである華
道を身近な植物を使い、気軽に
体験してもらう

子供達に古くからあるいけ花が
最近あまりやる機会がないの
で、ぜひ体験させて、身近にあ
る植物の名前からはじめて、い
ける楽しさを知ってほしい。

20名 700円 主に第4土曜日

8 新井水石会 石川　功 72-4221

春と秋の2回探石会実施（主に姫
川）
6月に道の駅あらいくびき野情報
館で水石展開催
11月の「おたや」にいきいきプ
ラザ2階で水石展開催

水石を趣味とする同好会です。
主な活動は年2回の探石会と水石
作品展の実施です。国石に指定
されたヒスイや様々な奇石美石
を姫川を主に探索します。世界
ジオパークの糸魚川市姫川で大
地のロマンスを求め楽しんでい
ます。

8名 3,000円/年
毎年春、秋の探石会
毎年2回の水石展示会

（6月・11月）

9 よけいなOsewaShop 村越　玲子 72-2149

「少子高齢社会」を踏まえ、会
員それぞれによる多面的な余暇
活動への提案といきがいづくり
の応援。情報交換。

健康長寿を目指す市民に向け、
気軽に充実感満足感を味わって
貰える時間と手段を提供・共有
したいと活動しています。芸術/
野外活動等々、肩の力を抜いた
内容が好評です。

14名 600/年額

グラスリッツェン
（毎月第３木）
14：30～16：30
その他2団体
フリータイム

10 大鹿押し花サークル 小島　芳子
82-3506

090-2408-6880

庭に咲いている草花・土手に咲
いている草花やコケ・木の皮・
果物に野菜と身近にある物がア
イデア次第で材料になります。
それらを使って作品作りをしま
す。

12名
2,000円/年
2,000円/月

第3日曜
13:30～15:30



№ 団体名 代表者名 連絡先 活動内容 団体からの自己紹介・ＰＲ 活動人数 会費等 活動日

1 妙高里山保全クラブ 沖川　庄平 72－3658

・豊かな自然を次世代に残すた
めに、里山の整備活動を行う。
・子供達が里山で遊び学ぶこと
の出来るフィールドづくり。
・森林環境の調査研究（貴重な
動植物の保護、不法投棄防止活
動）

当クラブでは市内の自然豊かな
里山で子供達が伸び伸びと安全
に遊び学べる環境をつくり森林
内の貴重な動植物の保護や不法
投棄防止看板設置等の活動を
行っています。関心の有ります
方の参加をお待ちしておりま
す。

24名 1,000円/年

4月～11月
第一、第三土曜日

午前中
その他随時

2 上越地球をきれいにする会 梨本　美香 080-3325-5498 フリーマーケット

上越地球をきれいにする会は、
不用となった日用品、雑貨、手
作り品などを中心にリサイクル
して使い切ることは、環境にも
やさしく、社会教育、地域を活
性化すると思い、フリーマー
ケットを開催しています。

5名
出店料
500円

第2日曜日
4月～11月

3 新井の自然に親しむ会 上原　勲 72-1203
自然観察・自然保護・遺跡・史
跡の巡検・自然文化に関する講
話会

自然の観察保護活動や遺跡史跡
の巡検などを行っています。
現在会員が70名を超えているた
め、一時新会員の入会を休止し
ていますが、深い関心があり、
事業に積極的に参加できる方
は、お問い合わせ下さい。

70名 1,500円/年

屋外活動は
4月～11月　月1回
他団体主催自然保護

活動自主参加

4 新井菊花会 堀川　勲 72-6502
毎月第1日曜日「菊づくり講習
会」を開催しております。お気
軽にご連絡ください。

9名 1,500円
4月～11月
第1日曜

４．環境・自然



№ 団体名 代表者名 連絡先 活動内容 団体からの自己紹介・ＰＲ 活動人数 会費等 活動日

1
新井水曜クラブ

（グランドゴルフ）
小林　君雄 72-3156

グランドゴルフを通し健康な体
力づくりや会員相互の親睦を図
り明るい心触れあうことを目的
とする

妙高連山を目の前に緑の風が吹
き渡る総合公園で春夏秋とグラ
ウンドゴルフで気持ち良く健康
づくりをしているクラブで
す。”人に優しく自分に厳し
く”をモットーに楽しく心の触
れ合う仲間たちです。青空の下
でいい汗を。

79名 2,000円/年

4月～12月初旬は
毎週月、水、金曜日

6月、9月は
土曜日

2 トップハット 丸山　義忠 72-1959
ボールルームダンス
（社交ダンス）

昨今寿命が延び、自分の足腰が
動く限り元気で居たい。そう願
う人は多いと思います。ダンス
を通して健康作り、仲間作り、
話題性に富んだサークル。週1回
月4回のレッスンを行います。
100歳目指して頑張りたいと思い
ます。

11名 3,000円/月 毎週木曜日・土曜日

3  ミラクル倶楽部 小島　利一
72-1560

090-3333-4157

レクリエーション（通年）
近隣町内交流球技大会
　年3回開催

スポーツ競技やレクリエーショ
ンを通じて子供たちの健全育成
を目指すことを目的に活動して
います。　ソフトボール大会を
開催して地域の交流も進めてい
ます。

20名 3,000円/年
毎週土曜日
（変更有）

4 妙高グラウンドゴルフ愛好会 池田　茂太郎 86-4184

愛好会大会及び妙高高原グラウ
ンドゴルフ協会、市老連、ＪＡ
年金友の会、高原地区総合球技
大会等への参加

当愛好会は平成2年に発足し現在
24名の会員で活動しています。
会独自の大会及び関連団体等の
大会に参加し相互の親睦を図り
ながら健康で明るい地域づくり
をめざし活動しています。

24名 2,000円/年

5 新井早朝野球連盟 太田　正之 72-3694
早朝5：15～6：45
週2～3回の野球の試合等を開催

野球大好きなメンバーが朝もは
早くから野球を楽しんでいま
す。いつでも加入受付けしてい
ます！一緒に野球を楽しみま
しょう。

5団体
30,000円/年
（1チーム）

4月～9月
（メイン活動）

５．スポーツ・レクリエーション



№ 団体名 代表者名 連絡先 活動内容 団体からの自己紹介・ＰＲ 活動人数 会費等 活動日

５．スポーツ・レクリエーション

6 水夢あらい 藤本　みよ子 72-2831

水泳の練習、技術の向上、市民
水泳大会、公認記録会、マス
ターズ大会の補助人や役員とし
て参加。

水泳を始めてみたい方、泳ぎの
上達を希望している方、性別年
齢は問いません。日本水泳連盟
公認の指導員がやさしく指導い
たします。若さと健康づくりの
為大勢の参加をお待ちしていま
す。

12名 12,000円/年

毎週水曜日
10時～11時
7月～8月は
9時～10時

7 パンプキン会 栗和田 美津子 72-8505
ヨガ体操の訓練を通じて、心身
の育成向上とコミニュケーショ
ンの輪を拡げる。

ヨーガ体操は健康な身体づくり
の為に年齢を問わず、無理なく
誰にでも出来、終わったあとの
さわやかさは格別です。あなた
も参加してみませんか…お待ち
しております。

14名 12,000円/年
毎週月曜日
（月4回）

8 ホームテニスクラブ 鈴木　伸市 090-1533-1894
硬式テニスの練習を通じて技術
の向上と健康づくり、仲間づく
りを実践している。

週1回、硬式テニスの練習でいい
汗をかいてストレス発散してい
ます。和気あいあいの中で楽し
く練習しています。一緒にテニ
スをして、健康づくり、体力づ
くりをしましょう。

11名 5,000円/月
毎週月曜日

19:30～21:30

9 妙高グランドゴルフクラブ 豊岡 学 82-3009 グランドゴルフ

妙高グランドゴルフクラブは、
健康維持を継続する為スポーツ
的な身体を動かし、脳に良い刺
激を与え少しでも介護生活を送
らない様、皆で楽しく和気相々
笑いの絶えない愛好者のクラブ
です。週2回2時間位が高齢者に
は最良です。

24名 3,000円/年 午後1時～3時



№ 団体名 代表者名 連絡先 活動内容 団体からの自己紹介・ＰＲ 活動人数 会費等 活動日

５．スポーツ・レクリエーション

10 さつきスポーツクラブ 猪田　時枝 72-2498
健康体操、ストレッチ、筋力運
動、レクダンス、集団ゲーム
その他

何歳になっても、明るく元気に
過ごせるように日頃から健康と
体力の維持、増進を図ることを
目的に指導者のアドバイスを受
けながら様々な内容で運動を続
けています。体操の後は身体も
スッキリ、笑顔か広がります。

23名 18,000円/年
通年　毎週水曜日
午前9:30～11:00

11 妙高高原テニスクラブ 野本　和博 86-2263 テニス

私たちのテニスクラブは、会員
数14名、テニスが大好きな50代
～80代のシニアの集まりです。
テニスを通して会員同志の親睦
をはかり、楽しくプレーするこ
とで体力向上、筋力アップを目
指しています。

14名 6,000円/年
5月～11月上旬まで
毎週日、水、金曜日

12 妙高市新井みんなで走ろう会 入村　昭治 72-5570

健康保持と増進のためにジョギ
ング・ウォーキング・ラジオ体
操を行う。会員の親睦を深める
ために、新年の挨拶、暑気払い
等を行う。

ラジオ体操とランニングを始め
て、40年以上の歴史があり、全
国ラジオ体操連盟から表彰をう
けました。朝のラジオ体操から1
日が始まる生活で、健康体を維
持している仲間の集まりです。

19名 1,000円/年
4/15から11/15まで
新井小学校にて行う

13 妙高市レクリエーション協会 山﨑　良一 72-5924

市民（生活者）の日常生活にお
けるレク行動やレク活動を促進
し、多種多様なレクリエーショ
ンを定着させることを目的とす
る各種活動を行う。

1.レク関係団体との連携
2市民の多種多様なレクリエー
ション展開への支援
3.加盟団体の育成及び活動支援
4.指導者の育成及び活動支援

9団体

団体
3,000円/年
グループ

2,000円/年
個人
500/年

年間

14 田町グラウンド・ゴルフ愛好会 小川　茂樹 72-3950
グラウンド・ゴルフを通じ高齢
化社会に対する健康作り

手軽なグラウンドゴルフを通
じ、高齢化社会に対し健康な身
体づくりを行い楽しい生活を送
る。又、大会を通じ多くの仲間
との交流を図る

17名 3,000円/年
毎週土曜日
午前中



№ 団体名 代表者名 連絡先 活動内容 団体からの自己紹介・ＰＲ 活動人数 会費等 活動日

５．スポーツ・レクリエーション

15 ライラック 中島　民雄 72-3243 社交ダンス
ダンスを通して心と体の健康の
向上を目指します。

10名 3,000/年 19：00～20：00

16 健やか元気会 相浦　睦子
72-2014

090-1425-2879

・体組成計による身体測定
・健康体操
・ウォーキング
・健康について勉強会と保健師
さんの指導
・会員の親睦

生活習慣病や転倒防止、認知症
予防に心掛け、市の保健師さん
との勉強会を行い、毎月人気の
メタボ測定や手作り弁当でお出
掛けと、年一度の温泉行は、親
睦を深めています。ウォーキン
グやトレーニングの楽しい会で
す。

13名 2,000円/年
毎月第2木曜日

1回のみ

17
日本アマチュア無線連盟

新井クラブ
藤巻　政雄 72-3779

・JARL本部、新潟県支部及びク
ラブとの事務連絡及び提携
・非常に備え無線通信訓練（市
総合防災訓練への参加等）
・移動公開運用、技術講習会及
び見学会

電波をとおして全国の仲間・世
界のアマチュア局と交信をして
みましょう。携帯電話では経験
できない思いがけない出合いが
あるかもしれません。資格取
得・開局についても分かりやす
くご指導いたします。

15名 2,000円/年
不定期

年間の活動計画によ
る

18 ステップ 萩原　仁子 72-2256

・会員の親睦とダンスの向上の
増進を図るため、毎週月曜日、
月4回練習を行う。
・地域とのふれあい、社交ダン
スを通じて交流をはかり社交ダ
ンス発展に寄与するため、必要
な行事を行う

社交ダンスの基本動作を習得
し、ステップアップを目標に楽
しく身体を動かし、美しく踊れ
ることを目指し会員相互の親睦
をはかってまいります。また、
ダンスパーティーを開催し地域
の皆様とふれあい、社交ダンス
を通して交流を図り、社交ダン
ス発展に寄与する事を目的とし
ております。
この機会に、ご加入頂きますよ
うご案内申し上げます。

13名
入会金
3,000円

5,000円/月

毎週月曜日
午後7:30～9:00



№ 団体名 代表者名 連絡先 活動内容 団体からの自己紹介・ＰＲ 活動人数 会費等 活動日

５．スポーツ・レクリエーション

19 六連星倶楽部 宮下 祐二 73-7721 硬式テニス

健康維持、技術向上、YouTube配
信、アスリートを目指す人達。
いろいろな人達がいますが、コ
ンセプトは「健康寿命100年」。

12名 500円/回

毎週日曜日
AM9:00～11:00

水曜日
PM19:30～21:30

20 ダンシングＡＺ 横尾　均 72-4782
ソシアルダンスの普及と発展に
勤め会員の親睦を計り健康を維
持する。

毎週月曜日、水夢ランド2階練習
室にてソシアルダンスの練習を
しています。初心者の方でも先
生より指導して頂くと、ひと通
りダンスを踊ることができま
す。人生を楽しく、また仲間と
も友好を深めることができま
す。

11名 5,000円
毎週月曜日

19：30～21：00

21 新井南スポーツ少年団 堀川　直輝 090-7234-0910

・小学生（男子）とお母さん
（補助：お父さん）でソフト
ボール
・小学生（女子）とお父さん
（補助：お母さん）でソフトバ
レーボール

27名 2,000/年

毎週日曜日
AMソフトボール

PMソフトバレーボー
ル

22
レクダンス

ＢＩＮＤ　ＭＹＯＫＯ
山崎　淳子 72-5924

１、心身の健康とたのしい仲間
づくりを目的とし、ポピュラー
な曲に振り付けられたレクリ
エーションダンスで、各地域を
拠点に活動を行う。
２、全国に向け作品を発表し、
情報の発信・受信を行う。
３、講習会の開催により会員及
び市・県外の仲間と交流を図
る。

心身の健康と仲間づくりを目的
とし、ポピュラーな曲に振り付
けられたレクダンスを楽しんで
います。会員募集中。地域や学
校、仲良しグループの健康づく
りもお手伝いします。お声がけ
ください。

8団体
団体会費年額

2,000円
通年



№ 団体名 代表者名 連絡先 活動内容 団体からの自己紹介・ＰＲ 活動人数 会費等 活動日

５．スポーツ・レクリエーション

23
ＰＩＥＣＥ　10

 （ピース・テン）
西山　越子 72-7949

バレーボールを通じて体力作り
及び仲間作り　地域貢献を行
う。夜間　週2回　斐太北小体育
館で活動。　市内及び近隣市町
村で行われる各種大会に出場す
る。

健康維持、体力づくり、そして
何よりバレーボールが大好きな
仲間と一緒に楽しく笑いあいな
がら、元気に活動しています。
上越地区で開催される各種大会
にも積極的に参加し、技術と
チーム力の向上をはかっていま
す。

16名 1,000円/月
毎週

水、土曜日

24
妙高スポーツダンスサークル

ららら
清水　正和 86-4966

スポーツダンスで体と頭のスト
レッチによる健康年齢の持続。

基本のステップを大切にして、
レベルアップを目指して練習し
ています。ダンスは、姿勢が良
くなり、体力も付き、日常生活
は楽しくなりますので、非日常
の時間を過ごしてみませんか？
ご参加お待ちしております。

7名
入会金1,000円
1,000円/月

月2回
土曜日　午前中

25 ウイング 小林　敏子
72-2722
72-2502

社交ダンス講習

社交ダンスの適度な運動で、体
力を維持し、ストレス解消、お
互いを思いやる社交マナーを基
本的なステップを中心に学んで
いきます。

10名 800円/月
毎週火曜日

PM8:00～9:30

26 池の平ＷＩＬＬ 八橋　万恵美 86-2435 9人制バレーボール

バレーボールを通じてスポーツ
をする楽しさを皆で共有しま
しょう。健康増進、ストレス解
消、地域の子供達の参加も含め
気持ち良い汗をかく運動を目的
にしています。

14名 2,000円/年
5月初旬～10月下旬

毎週木曜日
PM7:30～9:30



№ 団体名 代表者名 連絡先 活動内容 団体からの自己紹介・ＰＲ 活動人数 会費等 活動日

５．スポーツ・レクリエーション

27
いこいのなかま

（ストレッチ・健康麻将）
橋本　澄子 72-2752

ゲーム前にストレッチとラジオ
体操で身体をほぐし、健康的な
環境の下で生甲斐のお手伝いと
高齢で家に閉じこもり気味な方
が、再び社会に参加出来る切っ
掛けづくりや、指を使い考える
事で、認知症予防の効果が期待
でき仲間とコミをとりながら楽
しんでいる。

高齢者を対象に身体をほぐすス
トレッチや健康マージャンを行
い、健康維持、認知症予防に取
り組んでいます。仲間と会話し
笑い楽しい時間を共有していま
す。いつまでも健康で過ごした
い方、ぜひ仲間づくりをしませ
んか。丁寧に指導します。

27名 1,000円/月
毎週木曜日

10:00～13:00迄

28 ＮＰＯ法人妙高高原スキー連盟 岡田 常夫 86-3977

妙高高原地区におけるスキー団
体を代表し、各団体の連絡調整
を図り、スキーの普及・発展に
努める。スキーに関する競技会
の主催・共催・後援

妙高高原地区で開催される各種
大会の役員派遣や競技運営など
加盟団体間のとりまとめを行
う。

9団体
各加盟団体割当

による
活動報告書

参照

29 高橋三弦会・WEST FLASH 髙橋　吉晴 72-2276
日本とアメリカの伝統的な音楽
の普及と発展に貢献する事

日本の歴史的な邦楽である三味
線音楽と和太鼓の演奏に日本舞
踊を付けた高橋三弦会とバン
ジョーやバイオリン、ベース、
マンドリンを使いアメリカのカ
ントリー音楽を演奏するウェス
トフラッシュの演奏をお聞きく
ださい。

11名 なし 通年

30
NPO法人ワセダクラブ北信越支部

チアリーディング妙高
小山内　聡 82-4052 チアリーディングの練習

チアリーディングとは、見てい
る人に元気と勇気を伝えるス
ポーツです。最高の笑顔でダン
スやスタンツ（人の上に人を乗
せたり飛ばしたり）を行いま
す。興味のある方は無料体験で
きますので、ぜひお越しくださ
い。（要連絡）

19名
年会費5,500円
8,000円/月
5,000円/月

毎週月曜
17:30～21:00
月2回日曜

17:00～21:00



№ 団体名 代表者名 連絡先 活動内容 団体からの自己紹介・ＰＲ 活動人数 会費等 活動日

５．スポーツ・レクリエーション

31 ステップＵＰ 萩原　仁子 72-2256

・会員の親睦とダンス向上の増
進を図る。
・地域とふれあい、社交ダンス
を通じて交流を図り、社交ダン
スの発展に寄与するため、必要
な行事を行う。

地域とふれあい、社交ダンスを
通じて交流を図り、社交ダンス
の発展に寄与する。

10名 1,000/月
毎月第1日曜

午後12:00～17:00

32 妙高市ペタンク連盟 村越　信一 72-2149

ペタンクを通じ人々の親睦を図
り心身の健全な発達に寄与する
とともにその普及と発展につと
める

いつでもどこでも年齢に関係な
く楽しく身体を動かし入口は広
いが、奥行は深く知的な作戦や
協調性も必要とし、仲間づくり
としても効果が期待できる生涯
スポーツである。

23名 2,000/年
毎週日曜日・水曜日
午前9:30～11:00

33 妙高高原グランドゴルフ協会 五十嵐 正信 86-2733

協会グラウンドゴルフ大会年４
回、妙高高原地区総合球技大会
（グラウンドゴルフ）主管、Ｊ
Ａ年金、観光友の会グラウンド
ゴルフ大会（主管）

妙高高原地域内、6地区の愛好会
の加盟で構成されており、妙高
高原地区総合球技大会及び各種
団体の大会の主管として大会運
営を行っております。スポーツ
を通じ、健康寿命の延伸につな
がることを念願しています。

108名 1,000円/年 5月～10月

34 妙高ｅスポーツクラブ 植木　直樹 090-1124-2482 ｅスポーツの体験会、練習会

ｅスポーツは、老若男女問わ
ず、誰でもできる新しい取り組
みです。体験会や練習会、他市
町村との交流もできます。一緒
に地域を盛り上げていきません
か。

6名

体験会：毎週土曜日
10:00～12:00

練習会：毎週土曜日
13:00～17:00



№ 団体名 代表者名 連絡先 活動内容 団体からの自己紹介・ＰＲ 活動人数 会費等 活動日

５．スポーツ・レクリエーション

35
ＮＰＯ法人

スポーツクラブあらい
池田　和資 72-3665

地域の乳幼児から中高齢者障害
者、全ての方々に体を動かしす
ことの良さを体験してもらう生
涯体育の後押しを行う。またア
スリートの競技力向上を目指し
指導者育成を含めたよりよい練
習環境の提供を行う事業を展開
している。

3団体

一般会員
1,000円
正会員

10,000円
団体正会員
20,000円

通年

36 ＮＰＯ法人ふるさとづくり妙高 川上　昭治 82-4400

地域の皆様が楽しく、健康で住
みやすい地域となるよう行政や
地域団体、住民の皆様と協力し
て活動していきます。

-
正会員

1,000円/年度
通年

37 妙高高原ジュニアスキー育成会 野本　和博 86-3977

妙高高原の小中学校の入会を希
望する子どもたちを会員に、各
部の計画に沿ってコーチが指導
します。

57名 5,000円/年 通年

38 妙高ジュニアスキー育成会 齊木　庄一郎 82-4400

スキーを通じて妙高地区におけ
る青少年の健全な育成を図ると
ともに、競技スキーの普及と技
術の向上を図る事を目的にして
います。

94名

個人会員
一口2,000円/年

賛助会員
一口5,000円/年

通年

39 妙高高原スポーツクラブ 野本　和博 86-2263

本クラブは、子どもからお年寄
りまで、いつでも、どこでも、
だれでも、いつまでもを合言葉
に、気軽にスポーツ活動に取り
組めることを目的に活動してい
ます。地域コミュニティ活動が
末長く取り組みも行っていま
す。

9団体 2,000円/年 通年



№ 団体名 代表者名 連絡先 活動内容 団体からの自己紹介・ＰＲ 活動人数 会費等 活動日

５．スポーツ・レクリエーション

40 妙高市スポーツ協会 山﨑　健吾
74-0036

（事務局）

本会は、種目別競技団体、学校
体育連盟及び総合型スポーツク
ラブの連絡調整を図り、健康づ
くりから競技力向上に至るまで
の支援を行うほか、競技団体・
選手等への表彰事業等を行って
います。

20団体
各団体

5,000円/年
通年

41 新井ソフトテニス協会 梅村　正明 72-1924

ソフトテニスの練習で汗を流
し、体力と技術の向上を図り、
健康増進の努めています。四季
折々の行事を行い、会員相互の
親睦を図り、楽しい会になるよ
う努めています。一緒にソフト
テニスをしましょう。

19名 5,000円/年 毎週火曜

42 妙高市バスケットボール協会 齊藤　隆一 090-3407-6120

本会はバスケットボール競技を
通してスポーツ活動の発展を図
るとともに、バスケットボール
の普及に努めることを目的と
し、達成するためにジュニア・
中学校・高等学校の大会及び教
室等の事業を行っております。

30名
一口

1,000円以上
通年

43 妙高市陸上競技協会 馬場　俊司 75-3424

市内での陸上競技大会やコシヒ
カリマラソン大会の共催、県駅
伝大会の協力等スポーツ文化の
発展や青少年の健全育成のため
のジュニアスポーツクラブの指
導、施設の維持管理等広く活動
を実施している。

21名 3,000円/年 通年
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44 新井テニスクラブ 小林　弘
72-9172

090-5491-6026

会員数は、現在男女合わせて24
名です。主に新井グリーンス
ポーツセンターで毎週火曜、日
曜に活動しています。テニスは
仲間と共に、健康な体づくり
に、生涯スポーツとして最適で
す。一緒に汗を流しましょう・

24名

8,000円/年
入会金

2,000円/人
ビジター費
500円/回

毎週日曜、火曜

45 妙高頚南野球連盟 近藤　貞夫 72-1294

全日本軟式野球連盟公式予選大
会を開催（年8大会）そのほか、
中学校親善大会や市民野球大会
を開催。加盟チーム、審判員を
随時募集中。

120名

Aチーム
42,000円
Bチーム
38,000円

4月～11月
主に日曜日に
大会開催

46 新井水泳協会 堀川　敏治 73-8257

発足72年目を迎えた新井水泳協
会。平成28年に日本水泳連盟よ
り優秀団体表賞を受賞する事が
できました。諸先輩の築き上げ
てくれた足跡に感謝し、【水夢
ランドあらい】を拠点に各種活
動を行ってます。

35名 3,000円/年 通年

47 妙高市頸南卓球連盟 尾崎 一郎
72-5919

090-2251-7651
一般は体力の向上と卓球技術の
向上

14名 毎週火曜

48 妙高サッカー協会 佐藤　康暢
72-9181

090-2883-4982

設立29年目を迎え、サッカー大
会やフットサル大会の開催によ
る普及活動、また加盟している
ジュニアクラブ等への助成や指
導者・審判員の育成を行ってい
ます。協会の活動に興味がある
方のご連絡お待ちしています。

90名
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５．スポーツ・レクリエーション

49 新井頸南バレーボール協会 釜田　亮 25名 20,000円/年 通年

50 頸南柔道連盟 穂阪 和男
72-2620

090-7286-3230

日本の武道としての柔道の普
及、促進を目的に設立されてい
る団体です。普段は主に小、中
学生に柔道の基本的動作、受け
身、正しい礼の仕方等に力を入
れて指導しています。大人は自
分のペースで楽しく汗をかくよ
うに活動しています。

40名
小5,500円

中、高3,000円
毎週

月、火、木、金曜

51 妙高剣道連盟 長尾　賢司 72-5593

本連盟は剣道の健全な普及及び
発展を図り、体育文化の向上と
会員の親睦に寄与することを目
的としています。また、ジュニ
ア剣道の指導を全面的にバック
アップし健全な児童の育成を図
ります。

23名 10,000円/年 毎週月、木曜

52 あらいスポーツクラブ協議会 大塚　茂 72-4014 18団体
一団体

2,000円/年
通年

53 誠空会 金澤　実 72-2839

誠空会は、（公社）日本空手協
会に所属し、新井支部として活
動しています。週2回（火）
（金）基本・形・組手を中心に
練習しています。　年3回昇級審
査会を実施し、各種大会にも参
加しています。ぜひ一度見に来
て下さい。

20名
10,000円/年
スポーツ保険

2,000円

毎週火、金曜
19:30～21:30

54 新井Ｂ．Ｃ 金子　謙一
72-3517

090-4067-7645
20名 3,000円/年 毎週月曜日
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55 新井ＬＢＣ 金子　娃子 72-1759

長い間練習日は火曜日に活動し
ています。高齢者が多いので無
理をしないよう怪我をしないよ
う試合には最近高齢の為出る人
がいなくなってしまいましたが
和気あいあいとても楽しく過ご
しています。いつでも入会でき
ます。

13名
10,000円/年
スポーツ保険

2,000円

毎週火曜
17:30～19:30

56 ＡＲＡＩ 平田　美加子
72-5664

090-7412-6017

毎週金曜日19：30～21：30、は
ね馬アリーナで練習していま
す。２０代～６０代のバレー
ボール大好きメンバーが集まっ
て楽しく活動しています。初心
者大歓迎!興味のある方は見学か
らでもOKです。遊びに来てくだ
さい！！

19名
10,000円/年
スポーツ保険

2,000円
毎週金曜

57 さつきクラブ 丸山　厚子
72-2549

090-4097-7575

体力作りの60代、競技で大会参
加をしている40、50代。体を動
かすことを楽しむ！ということ
をモットーに活動しています。
一緒に楽しむ方、募集中です！
いつでも遊びに来て下さい。

20名 500円/月 毎週水曜

58 アゼリア 須山　義男 72-4596

午後6時より1時間半硬式卓球練
習を顧問に指導を受け快適な汗
を流し気力体力の充実をはかり
健康寿命の増進に努力活力ある
クラブです。年間行事では春の
総会の竹の子汁の集い、そば打
ち教室と一泊旅行が大変好評で
親睦が深まっております。

22名 500円/月 毎週木曜



№ 団体名 代表者名 連絡先 活動内容 団体からの自己紹介・ＰＲ 活動人数 会費等 活動日

５．スポーツ・レクリエーション

59 ヴァルト 小松　一郎
72-9488

090-8870-9757

新潟県の大会だけでなく、近隣
の大会にも参加しています。
上・中級者はダブルスを中心
に、初級者は基礎・ノックを中
心に練習しています。初級者、
ジュニアには丁寧な指導を心が
けけています。

27名

中学生～大人
1,000～

2,000円/月
小学生

500円/月

毎週土曜

60 コスモス 大塚　茂 72-4014

年齢に捕らわれず、競技を目指
す方から体力向上を目的とする
方まで楽しくバトミントンの上
達を目指すクラブです。

19名

1回300円
中学生以下、

初心者
200円

毎週火、木、金曜

61 妙高スポレッククラブ 鈴木　伸市 090-1533-1894

プラスチック製のラケットとス
ポンジボールを使った室内で出
来るスポーツです。誰でも気軽
に出来子供から高齢の人まで楽
しめ、上級クラスではバトミン
トン並の運動量を必要とし各年
齢層に合わせて楽しめます。

20名 4,000円/年
毎週水曜

(3週に1回休み）
毎週金曜

62 妙高ソフトバレーボール連盟 塚田　洋 73-7316

年間を通じて四季ごとに大会を
開催しています。ゴム製のボー
ルを使用し子どもから大人まで
幅広く楽しむことができるので
人気の生涯スポーツです。興味
のある方は、是非声をかけてく
ださい。

14名 通年

63 水上空手道教室 小林　吉幸
72-1795

090-4072-9200

私達の教室は剛柔流空手道の稽
古を通じて『誠実・不屈・謙
虚・礼節』の精神を醸成し青少
年の健全育成を目指し活動して
います。稽古は空手の基本稽古
の指導と共に礼儀と挨拶、頑張
る心、ルールを守る心を育成し
ます。

34名 2,500円/月 毎週水、土曜



№ 団体名 代表者名 連絡先 活動内容 団体からの自己紹介・ＰＲ 活動人数 会費等 活動日

５．スポーツ・レクリエーション

64 新井新体操クラブ 尾崎 敦子 090-1484-2363

リボンやボールなどの手具を使
いながら音楽に合わせて演技を
します。発表会や大会を目標に
練習し楽しく活動しています。
また、体を動かす喜びを感じ、
礼儀・リズム感・柔軟性・バラ
ンス感覚・協調性を身につけま
す。

29名 2,500円/月
毎週土曜

17:30～19:30

65
あらい

コミュニティスポーツ協議会
宮越　新一 72-3665

本会は、市内の健康づくりス
ポーツ団体との連絡調整を図
り、生涯スポーツのさらなる普
及と健康づくり意識の高揚に努
めているスポーツ協議会です。

9団体

66 姫川原地区体育協会 児玉　和哉 090-5515-8993

姫川原地域で活動を行っている
団体です。姫川原コミュニティ
協議会の下部組織として活動を
行っています。地域住民の健康
維持、スポーツ技術の向上、親
睦を目的として活動を行ってい
ます。年数回のイベントを開催
し、地域住民の皆さんに運動の
機会を提供し、親睦を行ってい
る団体です。

17名 不定期

67 白山町スポーツ協会 市村　隆 72-5094

白山町スポーツ協会は、子供か
らお年寄りまで参加できる活動
を目指し白山町全員の健康を手
助けし新しいスポーツを推進。
明るく元気なスポーツ協会で
す。

31名
参加費は

町内会より
通年



№ 団体名 代表者名 連絡先 活動内容 団体からの自己紹介・ＰＲ 活動人数 会費等 活動日

５．スポーツ・レクリエーション

68
大崎・石塚ソフトボーイズ

（石塚町体協）
相羽　不二夫

72-3273
090-2306-5618

「softboys」～やさしい男たち
～です。地球にやさしい～人に
やさしい～そんな人達が集まっ
て、市のナイターソフト＆マス
ターズソフト優勝をめざして、
練習しています。他町内の参加
も募集しています。

20名 毎週日曜

69 あじさいの会 長尾　ヤス 72-5319

家にこもる事のない様に多くの
人と接する事により話がはずみ
健康増進になります。楽しく
踊っていると心がきれいになっ
ていく感じがします。簡単です
ので皆様も一緒にいかがでしょ
う。

12名 10,000円/年 毎月第2、第4水曜

70 新井レクリエーション協会 池田　新平
72-0295

090-4953-0152

私達クラブは、主に初心者対応
の社交ダンスで会員は皆、高齢
者で主にワルツ・タンゴ・ルン
バ・チャチャ等を中心に練習し
ます。健康維持のため姿勢を正
し、脚腰をきたえ健康で過ごせ
るよう頑張っています。

10名 1,000円/月
毎週金曜

13:30～15:30

71 健康体操　ハピネスの会 小出　和代 82-3819

健康寿命をのばすため椅子を活
用して、呼吸法による健康体操
です。深呼吸することで、自律
神経が整い、横隔膜が上下する
ことで、内臓も刺激され丈夫に
なります。何より集まりお話し
することが健康に一番です。

20名 300円/回
毎月第１,3,4火曜

第2金曜



№ 団体名 代表者名 連絡先 活動内容 団体からの自己紹介・ＰＲ 活動人数 会費等 活動日

1

６．人権・男女共同参画



№ 団体名 代表者名 連絡先 活動内容 団体からの自己紹介・ＰＲ 活動人数 会費等 活動日

1 ＮＰＯ法人ゆめきゃんぱす 児玉　久美子 70-6511 子育て支援

元気な子ども達の声は、地域全
体を元気にしてくれます。NPO法
人ゆめきゃんぱすは、みんなで
子育て、安心子育て、楽しく子
育てをモットーに様々な子育支
援に取り組んでいます。

10名
正会員費
5,000円/年

通年

2 高橋三弦会・WEST FLASH 髙橋　吉晴 72-2276
日本とアメリカの伝統的な音楽
の普及と発展に貢献する事

日本の歴史的な邦楽である三味
線音楽と和太鼓の演奏に日本舞
踊を付けた高橋三弦会とバン
ジョーやバイオリン、ベース、
マンドリンを使いアメリカのカ
ントリー音楽を演奏するウェス
トフラッシュの演奏をお聞きく
ださい。

11名 なし 通年

７．福祉・子育て



№ 団体名 代表者名 連絡先 活動内容 団体からの自己紹介・ＰＲ 活動人数 会費等 活動日

1
妙高市装道和装礼法 こども教室

実行員会
深石　典子 72-5720

きものを装う事により、そこか
ら生ずる所作やマナー、礼法を
学び伝統文化を次代に伝え、豊
な心を継承する。対象者はこど
も～大人、外国人等。
外国人の方へきものや茶道、礼
法マナーを紹介し、日本文化へ
の関心を高めていただく。

日常に装う事が少なくなったき
ものや伝統文化を、子供達や大
人等巾広い世代に伝え、外国の
方にも触れていただける機会を
設け、日常の中に活かせる所作
やマナー礼法に関心をもってい
ただける内容です。

12名 1,000円/年 随時

2 高橋三弦会・WEST FLASH 髙橋　吉晴 72-2276
日本とアメリカの伝統的な音楽
の普及と発展に貢献する事

日本の歴史的な邦楽である三味
線音楽と和太鼓の演奏に日本舞
踊を付けた高橋三弦会とバン
ジョーやバイオリン、ベース、
マンドリンを使いアメリカのカ
ントリー音楽を演奏するウェス
トフラッシュの演奏をお聞きく
ださい。

11名 なし 通年

８．国際交流・語学



№ 団体名 代表者名 連絡先 活動内容 団体からの自己紹介・ＰＲ 活動人数 会費等 活動日

1 一般社団法人　妙高青年会議所 山川　恵介 72-5233
まちづくり事業、人づくり事
業、他団体との連携強化、会員
の資質の向上　等

私たち（一社）妙高青年会議所
は、設立以来「明るい豊かな社
会の実現」という理念を掲げ、
様々な活動・運動を行っていま
す。
社会の発展に貢献するために、
地域の課題に積極的に取り組ん
でいる団体です。

22名
入会金

10,000円
120,000円/年

通年

2 妙高市の図書館とともに歩む会 馬場　俊司 75-3424

妙高市図書館の健全な発展を目
指し、次の諸活動を実施してい
る。
・学習会、研修会、見学会等の
開催
・意見要望等の提案
・図書館活動の支援
・会報の発行
・その他

すべての市民に開かれている図
書館の健全な発展を目指して活
動している団体です。生涯に
渡って読み調べ考える活動を支
える図書館の役割とあるべき姿
を考えながら私たち会員もとも
に成長していきたいと思いま
す。

13名 2,000円/年 不定期

3 はね馬居合道倶楽部 今井　恒之
72-0458

090-1667-7034

居合道の稽古・研修
（全日本剣道連盟制定居合・夢
想神伝流居合）

居合道は、日本刀を使用して修
練する日本の伝統文化です。最
初から日本刀は必要ありませ
ん。木刀や貸出し用の摸擬刀も
用意してあります。武道に興味
のある方、自分のペースで稽古
したい方は是非一度見学に来て
ください。

11名 5,000円/年

毎週水曜日
19：00～21：00

毎週土曜日
13：30～15：30

4 和光会 西口　米子 72-4822 裏千家茶道修練・指導

「茶道とは心に伝え目に伝え耳
に伝えて一筆もなし」の教えの
基、姿勢を正し楽しく抹茶を頂
いて総てのものに感謝するひと
ときを持つ事が出来ます。
茶道に興味のある方「和光会」
にお問い合わせください。

15名 3,000円/年

新井中日本文化部
毎週水曜日

15：30～17：30
子ども茶道クラブ
6月～12月（12回）

土曜日
13：00～14：00

5 妙高市倫理法人会 古川　聡 75-0010

地域企業の経営者や社員を対象
に県内外から企業経営者を講師
に呼んで、講演会やセミナーを
開催している。

毎週火曜日の朝6時より、県内外
の企業経営者を講師に迎え、経
営者や社員の方を主な対象とし
た講演会を開催している。会員
同士の交流会や、新人・経営者
を対象とした研修の開催や紹介
も行っている。

105名 10,000円/月 毎週火曜日　他

９．その他



№ 団体名 代表者名 連絡先 活動内容 団体からの自己紹介・ＰＲ 活動人数 会費等 活動日

９．その他

6 絵本を楽しむ会 ひだまり 駒村　秋子 82-4476
小学生を対象に絵本・童話の朗
読、紙芝居や語りのボランティ
ア活動を行っている

地域の小学校の朝読書の時間
に、絵本や童話の朗読を行う。
秋の読書週間のイベントで、全
校児童に映像に合わせて群読を
行い、子供達と一緒に絵本の世
界を楽しんでいる。

11名 必要時に徴収
毎週水曜日の朝

8:15～8:45

7 写真家族 倉俣　数磨 72-4675
毎月1回の勉強会と写真家族展、
年2回の撮影会

17名 12,000円/年
例会毎月第1土曜日
19時30分～21時30分

8 あすなろ 草間　文子 72-4495 大正琴の発表会

先生や仲間の皆さんがとても良
い人で練習の後はお茶、おしゃ
べりと笑えと楽しく琴の好きな
もの同士のご縁を大切に頑張っ
ています。ボケ防止の為に大正
琴はよいですよ。一度教室に遊
びに来て下さいね。お待ちして
います。

10名 2,000円
月2回

PM1:30～3:30

9 クッキング研究会 金井　典子 72-3310

人づくりを目指した食文化の追
求
テーマを決め毎回料理を作りな
がら深く掘り下げていく。

人づくりを目指した食文化の追
求を目標に、妙高の豊富な食材
に感謝し毎回テーマを決め講師
の技術を見、舌で味を確かめ学
習し、参加できない方にはお持
ち帰りの対応があり、ユニーク
で自由な遊び心一杯の楽しい会
です。

16名
入会金
1,200円

1,200円/年

毎月第４木曜日
10:00～13:00

10 新井妙高ロータリークラブ 増村　智 090-1693-6283
各種奉仕活動を通して、会員の
親睦をはかる。

私達新井妙高ロータリークラブ
は、自分を磨き人を育て、時に
は慈善行為、ボランティア活動
などを行う実業人および専門職
業人が世界的に結びあった団体
です。

34名
例会　毎週水曜日
12：30～13：30

11 新井茶道会 斉藤 伸子 72-2352

本会は日本の伝統文化である茶
道を通じて心豊かな生活を育む
ことを目的としています。現
在、裏千家と江戸千家の会員６
２名で活動し１０月に文化展茶
会を予定いています。一緒にお
茶会を体験して楽しみましょ
う。

62名 500円/年
10月30日（日）

文化展茶会


