
青森市内ボランティア団体・地域コミュニティ等活動内容一覧　 　

№ ①団体名称 ②設立年 ③代表者氏名
④郵便番号

（公開）
④住所（公開） ④氏名（公開） ④電話（公開） ④FAX（公開）

⑤メールアドレス
（公開）

⑤ホームページ（公開） ⑥団体の目的 ⑦主な活動分野 ⑧活動内容 ⑨活動場所 ⑩入会金 ⑪会費
⑬こんな会員を募集し
ています

⑭団体からのひとこと

1
青い森ネイチャーガ
イド協会

H15年 及川　功 030-0943 青森市幸畑阿部野143-5 及川　功
017-764-1713
（平日10：00～15：
00）

017-764-1732 - -
八甲田の自然の紹介を通じて、青森の観光振
興を図る。

観光振興、農山漁村・
中山間地域振興、経
済活動活性化

八甲田ロープウェー山頂駅にて、遊歩道上をガイド案内、自然環
境の豊かさを伝える活動。

主に八甲田ロープ
ウェー山頂駅及びそ
の周辺

0円 【年額】3,000円 八甲田が好きな方

春、浅虫温泉のカタクリ祭りに協力しま
す。6月中旬から10月末まで、ロープ
ウェー山頂駅でのボランティア活動期間
を通じ、会員相互の交流活動も行いま
す。

2 青森日本語クラブ H13年 蝦名　修治 038-0031
青森市大字三内字沢部３
９７－１６

蝦名　修治 017-782-1171 017-782-1171
aomori.nihongoclub@
gmail.com

-

県内在住の外国の方へ、ボランティアによる日
本語の学習支援。
国際交流を通じて異文化の理解に努め、幅広
く活動する。

社会教育
文化・芸術・スポーツ
国際協力

日本語教室の開催
毎週水曜日午後6時30分～午後8時
受講者は一回毎に400円

県民福祉プラザ(青
森市中央３－２０－３
０)

0円 年額1,000円（講師） - -

3
赤ちゃんサークル

Fan2 H16年 青山　実可子 030-0801
青森市新町２丁目６－13
ポレスター新町プレミアム
ステージ１階

髙田　由美 090-3371-1924 017-752-7032 - http://www.aomori-wako.com/ 親子の育成支援 子どもの健全育成

０歳～あんよが上手にできるまでの子どもとその保護者を対象
に、毎月第１金曜日の１０時～１１時２０分まで活動しています。
月に１度みんなで集まり、友達作りをしたり、子育てに関する情報
の交換をしています、また、赤ちゃんの成長を記録できるよう、す
くすくメッセージをみんなでおしゃべりしながら製作しています。

和幸保育園分園 0円 0円 初めての子育てママ -

4
親子ハッピールー
ム

H6年 沼田　江里子 030-0801
青森市新町２丁目６－13
ポレスター新町プレミアム
ステージ１階

髙田　由美 090-3371-1924 017-752-7032 - http://www.aomori-wako.com/ 親子の育成支援 子どもの健全育成

０歳～就園前までの子どもとその保護者を対象に、毎月第３木曜
日の１０時～１１時２０分まで活動しています。可愛い着ぐるみが
来て一緒に記念撮影をしたり、オープンスペースを利用して、
色々な玩具で自由に時間まで親子交流をしながら遊ぶフリースタ
イルのサークルです。

和幸保育園分園 0円 0円
着ぐるみと写真を残し
たい親子

-

5 サークル＝Free H16年 亀谷　裕佳子 030-0801
青森市新町２丁目６－13
ポレスター新町プレミアム
ステージ１階

髙田　由美 090-3371-1924 017-752-7032 - http://www.aomori-wako.com/ 親子の育成支援 子どもの健全育成

1歳～就園前までの子どもとその保護者を対象に毎月第３木曜
日の１０時～１１時２０分まで活動しています。身近にある廃品を
使って手作りおもちゃを製作し、遊びを広げています。また、親子
ハッピールームと開催時間・場所が同じなため、一緒に同じ活動
に参加して楽しむこともできます。

和幸保育園分園 0円 0円
手作りおもちゃを作りた
い親子

-

6 ピクニックサークル H6年 関　久美 030-0801
青森市新町２丁目６－13
ポレスター新町プレミアム
ステージ１階

髙田　由美 090-3371-1924 017-752-7032 - http://www.aomori-wako.com/ 親子の育成支援 子どもの健全育成

１歳頃～就園前までの子どもとその保護者を対象に毎月第１水
曜日の１０時～１１時２０分まで活動しています。暖かい時期は近
隣の公園でのびのびと自然にふれながら遊んだり、全身を使って
かけっこをしたり、体操をしたり…。また、冬は室内で全身運動で
きる遊びを楽しんでいます。

青い森公園・アスパ
ム周辺・和幸保育園
分園

0円 0円
戸外で活動を楽しみた
い親子

-

7
ぴよぴよBOOKクラ
ブ

H6年 矢島　亜衣 030-0801
青森市新町２丁目６－13
ポレスター新町プレミアム
ステージ１階

髙田　由美 090-3371-1924 017-752-7032 - http://www.aomori-wako.com/ 親子の育成支援 子どもの健全育成
０歳～就園前までの子どもとその保護者を対象に、毎月第4水曜
日の１０時～１１時２０分まで活動しています。大型絵本やパネル
シアターなど、様々なお話を親子で見ながら楽しんでいます。

和幸保育園分園 0円 0円
たくさんのお話に出会
いたい親子

-

8 すくすくサークル H6年 福士　恵未 030-0801
青森市新町２丁目６－13
ポレスター新町プレミアム
ステージ１階

髙田　由美 090-3371-1924 017-776-1940 - http://www.aomori-wako.com/ 親子の育成支援 子どもの健全育成
１歳頃～就園前までの子どもとその保護者を対象にしたサークル
で、子どもの成長記録を1ヶ月に1回手作りで製作しています。毎
月第４水曜日の１０時～１１時２０分までです。

和幸保育園分園 0円 0円
子どもの成長を残した
い親子

-

9 こっこクラブ H6年 安保　美月 030-0801
青森市新町２丁目６－13
ポレスター新町プレミアム
ステージ１階

髙田　由美 090-3371-1924 017-752-7032 - http://www.aomori-wako.com/ 親子の育成支援 子どもの健全育成

子育てクラブあおもり会員の親子を対象に、保育士が出張で遊び
を提供しているクラブです。持参したおもちゃで遊んだり、プログ
ラムのある遊びを提供しながら、親子交流を広げています。活動
時間は毎月第1火曜日の10時～11時20分までです。

アウガ 0円 0円
1～2歳の子育て中親
子

-

10
日本赤十字地域奉
仕団　青い森分団

H7年 花田　初枝 030-0812
青森市堤２丁目２２－６
朝日プラザ堤６０６

花田　初枝 017-775-7856 017-775-7856 - -
老人福祉向上に関する活動、障害者福祉、地
域社会に関する活動、青少年育成活動

保健・医療・福祉
災害救援
男女共同参画社会形
成
国際協力

毎月一回定例委員会（高齢のため各自の近況報告）
レストランで食事会

青森市内 0円 0円
仲間づくり、男女問わ
ず仲間づくり、入会した
い方は電話ください。

-

11
日本ユーラシア協
会青森支部

S35年 大平　利成 038-0042
青森市大字新城字平岡１
０９－４１１

大平　利成 017-788-9797 017-788-9797 - -
主にロシアを対象とした国際親善を目的に、音
楽、文学、芸術などの紹介をする団体です。

国際協力、文化・芸
術・スポーツ

①ニュースの発行
②ＤＶＤ上映会
③ロシア民謡などのうたごえ喫茶

中央市民センター 0円 【月額】500円 どなたでも -

12
細越ホタルの里の
会

H5年 沢谷　一男 038-0023
青森市大字細越字栄山４
６７－１　青森中部土地改
良区

沢谷　一男 017-739-6414 017-739-6414 - - ゲンジボタルの生息地の保全 -
ホタル生息地を年間を通じて管理するとともに、貴重な自然資源
となったホタルの保護について“まつり”開催で啓発する。

青森市細越地域内 0円 0円
現在、会員の募集はし
ていません

-

13 青森市消費者の会 S46年 大森　頼子 030-0842
青森市大字浦町字奥野３
６４－１４

大森　頼子 017-776-6246 017-776-6246 - - 消費者活動全般
環境保全
消費者保護
経済活動活性化

会としてのモットーである「賢い消費者になるために」衣食住の全
てに関して研修を重ね、現在では脳トレと健康に関する講座も
度々開催している。

市内各地域
主としてカダール、ア
コール等

0円 【年額】2,000円 -

見学研修ツアーや、作品作り等は広く市
民へも呼びかけて開催しています。又、依
頼が有れば、出前講座として市内ならど
こへでも開催に出向きます。

14 あおもり子ども劇場 S47年 宍倉　千鶴子 030-0966
青森市花園２丁目１６－１
８　花園福祉作業所内

宍倉　千鶴子 080-4519-0873 017-787-3717
aomorikogeki@gmail.c
om

http://aomorikogeki.wixsite.com
/website

生の舞台の感動と、様々な遊び・自然活動を通
じて、心を耕し、豊かな人間性を育てあうことを
目的としています。

文化・芸術・スポーツ
子どもの健全育成

・舞台鑑賞会・・・親子で様々なジャンルの生の舞台にふれ心を
育み豊かにします。
・自然活動・・・米作り（田植え・稲刈り・脱穀・もちつき）、山登り、
イグルー、キャンプなど年齢や地域を超えた仲間づくりをします。
・まったりお茶会・・・乳幼児の親子が集う会

青森市内の公共施
設

300円(4歳
以上1名に

つき。3歳ま
で無料）

【月額】1,000円(4歳
以上1名につき。3歳
までは無料／子ども
3人目以降は無料）

どなたでも 子どもも大人もともに育ちあう場です。

15
青い森ボランティア
ズクラブ

H14年 大澤　道彦 030-0822
青森市中央１丁目１１－１
８　ラ・プラス青い森内

佐藤　裕樹 017-734-4371 017-775-1218
avoc@aomori-
hka.com

http://www.aomori-hka.com/avoc/
会員(県職員、OB、家族、ほか一般)の持つ技
術・知識等を地域に役立てることを目的とす
る。

-

①県庁ねぶた実行委員会役員及び運行委員の浴衣着付け
②行事における救護担当
③青森市民文化祭参加行事での司会
④経験を活かした指導、各種活動等、各種公共団体からの要請
に対応

青森県内（主に青森
市）

0円 0円
現在、会員の募集はし
ていません

-

16
フォトクラブ
AOMORI

H28 米田　幸吉 039-3501
青森市大字浅虫字蛍谷
71

- 017-752-2315 017-739-5564 - -
写真撮影の技術向上、青森の観光地アピール
会員の親睦を図ること

観光振興
文化・芸術・スポーツ

写真撮影の技術向上、青森の観光地アピール
写真展示会、写真集の作成（パソコン）

青森県内 0円 【年額】4,000円 会則遵守 会員募集中
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№ ①団体名称 ②設立年 ③代表者氏名
④郵便番号

（公開）
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⑬こんな会員を募集し
ています

⑭団体からのひとこと

17
青森大野囲碁愛好
会

H元年 松尾　敬司 030-0024
青森市浪館前田２丁目２
４-２８

松尾　敬司 017-781-1803 - - -
囲碁棋力工場、会費の親睦、子供達への囲碁
研修

まちづくり
地域安全
子どもの健全育成

棋力向上、大会への参加及び会で大会開催、子供達への囲碁
研修

大野市民センター 0円
【年額】3,000円

2021年は1,000円
子供無料

会則厳守 -

18 青森練武会 S50年 一戸　弘治 030-0812 青森市堤町２丁目１７－６ 一戸　弘治 017-773-7059 017-773-7059 - -
空手道を通して人格向上と心身を鍛えることを
目的としております。

子どもの健全育成 年5回の試合に参加しており、そのための稽古をしております。
サンピア、藤聖母
園、たかこう会館

2,500円 2,000円
・5歳から大人まで
・初心者大歓迎

形競技と実際に相手に当てる防具付空手
は、安全な防具で楽しみながら心と体を
鍛える武道です。

19
青森市交通安全母
の会

S46年 豊川　幸子 030-0803
青森市安方２丁目１５－９
青森警察署内　青森交通
安全協会

打田　尚希（事務
局）

017-777-2815 017-777-2815 - -

団体会員（小・中学校、幼稚園、保育所（園）、
認定こども園）のPTA並びに保護者と個人会員
で組織し、地域と家庭における交通安全思想
の普及と実践につとめ、以って青森市の交通
安全に寄与することを目的とする。

地域安全
子どもの健全育成

・新入学児童への交通安全用品の贈呈
・横断歩道前の足型ストップマーク貼り付け活動
・毎月1日（市民交通安全の日）・15日（高齢者交通安全の日)」の
街頭広報活動
・式の交通安全運動期間中における広報啓発活動

青森市内（浪岡地区
を除く）

0円 【年額】1,000円
本会の活動に賛同して
いただける方

-

20
青森市フォークダン
ス協会

S30年 小野寺　鈴子 030-0802 青森市本町１丁目１－４１ 蝦名 久美子 017-776-2116 017-776-2124
skarida@ever.ocn.ne.j
p

-
フォークダンスを通じて、地域社会の生活文化
の向上を目指し、あわせて会員相互の人格形
成と親睦を図ることを目的とする。

観光振興、文化・芸
術・スポーツ、国際協
力

世界各国の民族舞踏を研究し、踊りを楽しんでいる。踊りは国に
よって優雅なもの、激しいステップのものなど多数紹介しており、
いろいろな年齢層の方々にもそれぞれのペースや好みで楽しん
でもらえる。
（中央市民センターで毎週水曜日実施。時間は午前の部では10：
00～1145、夜の部は19：00～20：45）

中央市民センター 500円 【月額】500円 老若男女問わず
依頼があれば、参加者に見合った踊りの
紹介、講習に出向きます。

21
アオモリ・ダンス・ア
カデミー

H2年 神成　昭丸 030-0803 青森市安方２丁目２－５ 神成　昭丸 017-777-8070 017-777-8070 - http://www.adajp.com
スポーツの振興及び子どもの健全育成を図る
ことを目的としている。

-

①小・中・高校生を対象に“無料ダンス講座”開催(毎週土曜日
AM１１時～１１時５０分)
②小・中・高校の体育授業や、学校行事、課外活動へのダンスイ
ンストラクター派遣支援(無料）
③各地域市民センターへダンスインストラクター派遣支援(無料）

アオモリ・ダンス・ア
カデミー

0円 0円 - -

22 赤坂囲碁クラブ H14 長濱　彰 030-0952
青森市赤坂２丁目２６番１
０号

長濱　彰 017-743-8676 - - - 囲碁を通じた思考力の向上と頭脳の活性化 文化・芸術・スポーツ - 戸山市民センター内 0円 【月額】200円
初心者歓迎
随時募集している

-

23 NPO熱気球 H17年 池谷　賢一 030-0846
青森市青葉３丁目１２－３
４

池谷　賢一 017-774-7313 017-774-7313 - https://npo-netukikyu.jimdofree.com/
・高学年児童の感じる心を育み、豊かな感性を
培う。
・声による表現力の向上を図る。

保険・医療・福祉
子どもの健全育成
各活動団体への助
言、援助等

①子どもの健全育成
②読み聞かせ、ボランティア講習
③福祉施設への慰問訪問

青森県内の小学校、
図書館、公民館、お
寺

- - - -

24
琴伝流大正琴「青
森アップルフレン
ズ」

H10年 大森　妙子 038-0057
青森市大字西田沢字浜
田１６

大森　妙子 017-788-1321 017-788-1321 - -
琴伝流大正琴を稽古している会員の技術向上
と親睦を図る。

-
青森市民文化祭や古川市民センターまつりに参加するほか、デ
イサービスセンター、グループホーム等の施設でボランティア演
奏をしている。

古川市民センター - - - -

25
一般社団法人三内
丸山応援隊

H7年 038-0031
青森市大字三内字丸山３
０５

- 017-783-3339 017-766-2365
sanmaru@sirius.ocn.n
e.jp

http://cyobimaru5.jimdo.com/
三内丸山遺跡の保存と活用のため、地元の民
間の立場から地域文化の向上並びに地域社
会の振興に寄与することを目的とする。

-

①遺跡ガイド
②体験学習指導
③問い合わせ、予約受付業務
④イベント開催への協力

三内丸山遺跡、縄文
時遊館

- - - -

26
三内を美しく元気に
する会

H17年 中條　資則 038-0031 青森市三内字沢部170 吉﨑　宏 090-5839-2599 017-761-1512 - -
美しい環境の中でいつまでも元気に暮らし続け
ることができるまちをつくる

保健・医療・福祉、環
境保全、子どもの健全
育成

① 地域住民の健康づくりの活動
② 自然を美しく保ち続ける活動
③ 世代を超えた心の交流を図る活動

青森市三内地域 0円 【年額】1,000円
地域を元気にするため
の活動を一緒に行う人

地域の様々な団体と連携しながら、地域
全体ならびに住民が美しく元気になるよう
活動しています

27
生活クラブ　生活協
同組合

H10年 棟方　千恵子 030-0113
青森市第二問屋町２丁目
８－１９

河野　顕 017-762-6755 017-762-6757 - https://aomori.seikatsuculb.coop/
未来の子ども達に安心・安全な食と環境をつな
いでいくため。

-
①食材の共同購入活動
②食・環境に関する交流会、学習会などの開催

青森市内、弘前市内 - - - -

28
公益財団法人青森
県国際交流協会

H2年 石田　憲久 030-0803

事務室：青森市安方一丁
目1-40　青森県観光物産
館アスパム7階
（ラウンジ：青森県観光物
産館アスパム2階）

石田　憲久

事務室：017-735-
2221
ラウンジ：017-
718-5147

事務室：017-735-
2252
ラウンジ：017-718-
5148

info@kokusai-
koryu.jp

http://www.kokusai-koryu.jp/

青森県民の国際交流・国際協力・地域多文化
共生に関する幅広い分野での活動を促進する
ことにより、青森県民と世界の人々との相互理
解と友好親善を深め、もって青森県民の福祉
及び文化の向上に寄与することを目的とする。

-
① 国際交流・国際協力等推進事業
② 多文化共生推進事業
③ 地域国際化推進事業

青森県内 - - - -

29
モダンアート協会青
森支部

S52年 神山　忠幸 030-0822 青森市中央３丁目８－１４ 神山　忠幸 017-722-8274 017-722-8274 - -
純粋なる芸術運動のために革新的な新しい方
向を示す展覧会を実施する

文化・芸術・スポーツ

■モダンアート協会本展（東京都美術館）
■障碍者を配慮に隔年毎に開催の「現代美術の展望・北東北
展」青森・秋田・岩手で開催
■アーティストトーク(作家による作品説明)

北東北各地 0円
その都度開催費を
徴収

現代美術志向者 -

30 青森コール・マミ S45年 石塚　カツ子 038-0011 青森市篠田３丁目１０－５ 石塚　カツ子 017-766-0238 017-766-0238 - -
歌を愛し、末永く歌い続けて女性同志の親睦を
深め、互いの人間性を尊重し合い文化に貢献
する。

文化・芸術・スポーツ

■女性コーラス団として演奏会の開催及び出演をしております
・青森市中央市民センターまつり
・青森県合唱祭
・青森市合唱祭

青森市中央市民セン
ター（4F・小ホール）

0円 【月額】2,500円
歌の好きな方であれば
どなたでも大歓迎です

-

31
幸畑ヒルズ イノ
ベーション

H26年 張山 英和 030-0943 青森市幸畑３丁目１２－１ 張山 英和 090-6255-4464 017-738-4818
happyfield@zc4.so-
net.ne.jp

http://www.koubatahills.com/
様々な地域団体、学校、企業等と連携し、イベ
ントやボランティア活動の情報発信や人員のサ
ポートをする事業、他職種連携を促進する事業

地域コミュニティ

私たちの活動は、町内会でありきたりなボランティア活動だけで
はなく、まずは、自分たちが楽しみながら住みやすい地域づくりを
するために、地域課題や環境整備をできる範囲で知恵を絞って
実行しています。

青森市内（主に、幸
畑団地周辺地区）

0円 【月額】200円 - -
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32
KHJ青森県支部青
森さくらの会

H26年 下山　洋雄 030-0844 
青森市桂木三丁目25番
10号

下山　洋雄 090-8613-5561 017-723-1754
aomori.aoi.coca@gma
il.com

http://aomori-sakuranokai.org/

不登校、ひきこもりを抱える家族や当事者が社
会から孤立しないようKHJ全国ひきこもり家族
会所属の青森県支部としてKHJ本部と全国の
支部と連携協力し、自治体にひきこもりへの理
解を周知しながら、官民一体となりより良い支
援が確立できるよう目指します。

保健・医療・福祉、社
会教育、まちづくり、子
どもの健全育成

毎月第3土曜日の午後13時から16時まで青森市役所駅前庁舎5
階「カダール」の一室を借用して家族の月例会・ひきこもりに関し
ての学習会と情報交換を行い、家族、一般市民、支援者を対象と
して親の個別相談会も同日実施しております。また、ピアカフェ夢
こもり（当事者会）は当事者に限定して開催しています。

毎月第3土曜日の午
後13時～16時　青森
市役所駅前庁舎 5階
「カダール」内

0円
【年額】5,000円

対象は限定せず、ひき
こもりに関心のある方
は誰でも入会できま
す。

-

33
地域交流育成福祉
活動支援おひさま
の村

H26年 長尾　慶子 030-0862 青森市古川１-１4-７ 松山 明絹子 080-3321-3294 - ohisamamamacom@gmail.com
https://www.facebook.com/ohis
amanomura/

次代を担う子ども・若者たちの巣立ちや、世代
を越えた自己教育のために 様々な繋がりの中
で「しなやかに生きる力 ・いのちの根っこ」を 育
むことを目的とした企画、運営、拠り所となる場
所の提供を行う。

社会教育、文化・芸
術・スポーツ、子ども
の健全育成

（１）児童健全育成推進事業（２）子育て支援、家族支援事業
（３）福祉芸術活動支援事業（４）精神健康福祉増進事業
（５）企画制作事業 （６）その他目的を達成するために必要な事業

事務局、アフターケ
ア相談所（準備中）、
地域公民館

無料 【年額】3,000円
若者巣立ち支援に興味
のある方

心理士、カウンセラー、セラピスト、地元
地域事業主さまなど、幅広く様々な方々
のご協力をいただいて活動しております。

34
新城川をきれいに
する会

H11年 中村　宣勝 038-0042
青森市大字新城字福田３
１９番地

中村　宣勝
090-4552-2976
017-788-3111

017-788-3113 - -
環境保全に努めるとともに地域社会に貢献し、
社会全体の利益の増進に寄与する精神を養う
こと。

まちづくり、環境保全、
子どもの健全育成

地域の環境保全を図る中で、老若男女の交流を図り、地域文化
の普及・親睦を図る事業。

青森市(主に新城・石
江地区)

0円 【年額】1,500円
ボランティア精神に富
んでいる方

平成11年から活動を開始、現在会員72
名。その他沢山の協賛企業に支えられて
おります。

35

一般財団法人　言
語交流研究所　ヒッ
ポファミリークラブ
青森

H9年 浜田　朝子 030-0966 青森市花園1丁目20-19 浜田　朝子 017-744-1089 017-744-1089 am9robin@yahoo.co.jp http://www.lexhippo.gr.jp/
多言語が飛び交う環境を地域で実践するため
に、仲間が集う場（ファミリー）を作り活動してい
ます。

国際協力、男女共同
参画社会形成、子ども
の健全育成

赤ちゃんからシニアまで国籍を問わず様々な年代が交流しなが
ら、赤ちゃんが母国語を話せるようになっていくプロセス同じよう
に多言語の自然習得を目指しています。他国へのホームステイ
や他国からの方の受け入れなども行い、世界中の人たちとの出
会いを楽しんでいます。また、地域のボランティア活動にも参加
し、草の根の国際交流を進めています。

青森市内 - - -

ヒッポでは「ことばと人間を自然科学する」
というテーマのもと、単に言語の理解だけ
ではなく、多言語を通じてどの国の人たち
にも心が開ける広く豊かな感性を育んで
います。

36
青森市国際交流ボ
ランティア協会
（AIVA）

H5年 工藤　朝彦 030-0962 青森市佃１丁目１４－１４ 工藤　朝彦 090-3369-2793 -
tomohiko_kudo@mop
era.net

http://aomori-aiva.blogspot.jp/ 外国人と地域の人々との交流機会を創出する -

国際交流の活性化を目指すボランティア団体。茶道、書道、日本
舞踊、料理、遊びなどを外国人に紹介。国際交流イベントなどの
通訳。外国人が参加するイベントのお手伝い。ホームステイ・
ホームビジットの受け入れなど。

青森市内、三沢米軍
基地、他

0円

【年額】
一般：2,000円

大学生：1,000円
高校生：500円

- -

37
英会話サークル・レ
インボウブリッジ

H7年 小山　知将 038-1305
青森市浪岡大字杉沢字
上福田１６－３

小山　知将 090-6623-8450 -
rainboweikaiw.circle@
gmail.com

www.ykmission.com 英会話 子どもの健全育成 英会話を通して多文化やコミュニケーションを学ぶ 青森県内 0円 【月額】3,600円
幼時から中学生3年生
までの方

-

38
朗読吟詠交流山彦
会

H6年 千葉　悦子 030-0947 青森市浜館間瀬1-2 千葉　悦子 017-741-4439 017-741-4440 - -

この会は、古今東西の先賢の詩歌を朗読・吟
詠し、自然を愛し、人情を尊び会員相互の融和
を深め、個性豊かな地域文化の発展に寄与す
ることを目的とする。

社会教育、文化・芸
術・スポーツ、男女共
同参画社会形成

詩吟を通じて地域文化の普及・発展を図る。 青森県内及び県外 - 【月額】2,000円
年齢・性別問わず、詩
吟から遠ざかっていた

青森市男女共同参画プラザ（カダール
フェスタ、アコールフェスタ）や全国的な吟
道大会等で日頃の詩吟の成果を発表し
楽しみましょう。

39 のぞみレクダンス H4年 小鹿　久美子 038-0004 青森市富田4丁目8-6 小鹿　久美子 017-781-3909 017-781-3909 - -
健康維持と会員相互の親睦を図ることを目的
としている。

-

リズム体操、レクリエーションダンスを通して健康づくりをしなが
ら、地域住民とのコミュニケーションを図り、また、関係する団体と
の研修会、親睦会等の交流を通してサークル運営を学び、会員
個々の地域活動に活かすこととしています。

西部市民センター - 【月額】1,000円 どなたでも -

40
モヤヒルズスキー
パトロール隊

S35年 須藤　光春 030-0133
青森市大字雲谷字梨野
木６３

近藤　正樹 017-764-1110 017-764-1711 - http://www.moyahills.jp/
事故の未然防止、モヤヒルズへ来場し、怪我を
された方のための救護活動

-
コース内を巡回し、事故の未然防止並びに来場されたお客様へ
の救護活動を行っている。また、SAJ公認資格取得指導も実施し
ている。

モヤヒルズスキー場 0円 0円 - -

41
傾聴サロン「だん
ぼ」

H23 長内　利雄 030-0845 青森市緑一丁目12-17 長内　利雄 017-776-6288 017-776-6289 - -
話者の精神的安定に寄与し、会員の資質向上
を図る。

保健・医療・福祉、ま
ちづくり、男女共同参
画社会形成

毎月20日、午後1時から2時間程度、青森市役所駅前庁舎4階市
民協働交流サロンで、市民（県民も対象）に行う。

青森市役所駅前庁
舎4階市民協働交流
サロン

0円 【年額】1,000円 - -

42
沖館川をきれいに
する会

H14年 菅原　征一郎 038-0002 青森市沖館五丁目７－３ 三戸　孝二 017-766-6035 017-766-6035
okidategawa-
kirei@hp-aomori.jp

http://okidategawa-kirei.hp-
aomori.jp/

沖館川をきれいにするため、沖館川、西滝川、
万太郎流域の住民が協力し、生活排水の下水
道への接続、川や側溝へのごみの不法投棄防
止啓蒙活動などを通じて、河川の水質向上に
取り組んでいます。また、相野橋～ベイ大橋の
間については、土手の草刈り・清掃活動を行い
環境の美化に努めるとともに、周辺住民に対す
る環境美化啓蒙活動も行っております。

-

①県、市の行政機関へ川環境改善の要望活動(５～６月)
②沖館川(相野橋～ベイ大橋)草刈り、清掃活動(６、９月)
③会報を発行して周辺住民に対する啓蒙活動(年平均２～３回発
行)

沖館川、西滝川(万
太郎堰含む)の周辺
地域と町会

- 【年額】1,000円 - -

43 ねぶた愛好会 S54年 大澤　研 030-0904 青森市茶屋町１１－５ 倉内　栄子 017-757-8164 017-757-8174 eikokura410@gmail.com-

①ねぶたを自分たちの力で作り、運行するこ
と。
②ねぶたの伝統を守り、発展させること。
③ねぶたの制作、はやしの後継者を育成する
こと。
④ねぶたに関する要望をかなえていくこと。
⑤会員相互の親睦をはかること。

観光振興
文化・芸術・スポーツ
子どもの健全育成

①ねぶたの制作・運行
②はやしの練習・養成
③会員の交流

青森市 0円 【年額】3,000円 はやし、曳き手、ハネト
特定のスポンサーなしで、市民の手でね
ぶたを制作し運行しています。

44 のぎわ龍紅会 H7年 木村　ともこ 038-0058
青森市大字羽白字沢田５
４８－２

大友　久美子 017-788-1159 017-788-1159 - -
踊りを通して、これからの人生を、より豊かに、
健康で、楽しく過ごせる仲間づくりを目的として
います。

保険・医療・福祉
まちづくり
文化・芸術・スポーツ

①油川市民センタ―まつり、②のぎわ春まつり、③敬老会
④交通安全の集い、⑤社会福祉への慰問、⑥みんなの盆踊り
⑦子どもねぶた祭り、⑧盆踊り講習会ほか

油川市民センター 0円 0円 - -

45
パンフラワー“ポ
ピーの会”

S57年 小嶋　美代子 030-0958
青森市月見野１丁目６－
７

小嶋　美代子 017-743-4106 017-743-4106 - -
樹脂粘土を用いて手軽で実用的な作品を作り
ます。楽しい講座になることを目指しています。

文化・芸術・スポーツ、
男女共同参画社会形
成

手づくりの作品を親子での参加で家庭で一緒にできることを目的
として、作るよろこびを生活に還元したいと思っています。

各市民センター等 0円 0円
現在、会員の募集はし
ていません

-

46
いけばなサークル
豊扇会

H6年 伊藤　豊扇 038-0058
青森市大字羽白字野木
和５８－３９２

伊藤　豊扇
090-4316-6522
017-788-4071

017-788-4071 - -
日本の伝統いけばなを通じて、会員相互の親
睦と教養を充実させ、あわせて地域の文化活
動の向上の一助となる活動をする。

文化・芸術・スポーツ、
男女共同参画社会形
成

・いけばな研修会の開催
・作品発表会の開催
・体験講座の開催

アウガ５F　男女共同
参画プラザ

0円 4,000円
いけばなに関心のある
人を年齢・性別問わず
募集している

学習機会のひとつとして、伝統文化いけ
ばなを学んでみませんか。

47
女声合唱団マリー・
カンタービレ

H19年 高田　万里子 038-0021
青森市大字安田字近野２
６７－１

高田　万里子
017-782-6928
090-8251-9736

017-782-6928 - -

70歳以上の方が多いですが、皆さん明るく、精
神年齢が若いです。歌ってコミュニケーションを
とることによって、元気で若々しくをモットーにし
てます。

文化・芸術・スポーツ
老人福祉施設への慰問
発表会あり
要請があればどこへでも歌いに行きます

西近野市民館
毎週火曜日10時～
12時30分

0円 800円
女性に限りますが、年
齢は問いません

-
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④郵便番号

（公開）
④住所（公開） ④氏名（公開） ④電話（公開） ④FAX（公開）

⑤メールアドレス
（公開）

⑤ホームページ（公開） ⑥団体の目的 ⑦主な活動分野 ⑧活動内容 ⑨活動場所 ⑩入会金 ⑪会費
⑬こんな会員を募集し
ています

⑭団体からのひとこと

48 リュース・Books H13年 西村　恵美子 030-0801 青森市新町１丁目３－７ 西村　恵美子
青森市民図書館
017-776-2455
（内線5610）

青森市民図書館
017-776-2400

-
https:www.library.city.aomori.aom
ori.jp/reuse_books/index/index.h
tml

不用になった本を寄贈してもらい再利用してい
ただくことで、環境負荷を減らすとともに、子ど
もたちが環境問題や、自然保護への関心を高
める一助となること。また、市民や子どもの読
書推進活動。

環境保全
子どもの健全育成

本のリサイクル事業を行っている。市民の皆様から寄贈しても
らった本をほしい方に提供し、その際の利用手数料（単行本100
円、文庫本20円）は、子どもの読書環境整備事業において毎年
市内小学校への本の寄贈等に使用される。

リユース・Bookｓ
(アウガ６F)

0円 0円
興味のある方ならどな
たでも

コロナの感染状況次第では、団体活動を
休止あるいは活動を縮小しています。活
動縮小の場合は、月～金の10時半～13
時の活動としております。（通常の活動は
月～土の10時半～16時半です。）

49 縄文探遊会 H元年 中村　宗夫 - - 中村　宗夫 090-2882-2409 - - -
縄文文化に関する情報発信、世界遺産登録へ
の協力

文化・芸術・スポーツ、
各活動団体への助
言・援助等

縄文服レンタル、縄文食の試食会、縄文文化に関するイベント 青森県内 0円 0円
縄文文化に関して興味
のある人

-

50 浪岡演劇研究会 S55年 長谷川　等 038-1325
青森市浪岡大字北中野
字中坪２０９－１

長谷川　等 0172-62-7125 0172-62-8662 - - 地域演劇の活性化、人材育成 文化・芸術・スポーツ
①地域演劇の公演
②舞台芸術の鑑賞

青森県内 0円 【年額】6,000円 - -

51
青森ハーモニカクラ
ブ

H10年 佐々木　菊郎 030-0917 青森市矢作1-16-3 佐々木　菊郎 017-736-4978 017-736-4978 - -
ハーモニカ愛好者の交友を深めて演奏技術を
学習し、積極的にボランティア活動を行い、交
流すること。

文化・芸術：スポーツ
①定例練習会の実施(第2・第4土曜日　10：00～12：00)
②社会福祉施設への慰問演奏
③県ハーモニカ連盟の行事に参加

青森市内 0円 【月額】1,000円 会の目的に賛同する方 -

52
青森県点訳・音訳・
デイジー編集赤十
字奉仕団青森分団

S44年 中井　睦 - - 中井　睦 - - - -
視覚障がい者の為の点字図書・デイジー図書
（音声図書）の製作と視覚障がい者の活動支
援

保健・医療・福祉
人権擁護・平和推進

点訳図書や音声図書の製作、視覚障がい者のイベント等におけ
る歩行介助等の活動支援、行政の広報誌の音声版製作。

定例会は日本赤十
字社青森県支部内
奉仕団室。自宅での
活動。

- 年額1,000円

青森県視覚障害者情
報センターの点訳・音
訳・デイジー編集奉仕
員養成講習を修了して
いる方。

-

53
ボランティアグルー
プ「新雪」

H11年 小田垣　康次 038-0003

青森市石江江渡5-1　青
森県青森福祉庁舎3階
一般社団法人青森県視
覚障害者福祉会

小田垣　康次 017-783-3447 017-783-3447
gokokuzi_netsume@a
ctv.ne.jp

http://jbos.jp/ 視覚障害者の一人旅をサポートすること。 保健・医療・福祉

①青森県内在住者で、他都道府県への旅行を希望する視覚障
害者の旅行内容を聞き取り、メールで該当県のJBOS支部にアク
セスし、サポートを依頼する。
②他都道府県JBOS支部より、メールで寄せられた本県への視覚
障害者の旅行サポート依頼に応え、ガイドする。

青森県内 - - - -

54
企画集団プティ
ジュール

H10年 白井　壽美枝 - - - - - - -
メンバーそれぞれの力を活かしながら、自分自
身、仲間、社会が明るく元気になる活動をす
る。

まちづくり
人権擁護・平和推進
男女共同参画社会形
成

青森市男女共同参画情報誌「アンジュール」の編集に携わったメ
ンバーで設立。会員は「アンジュール」つながり。ここ数年の口座
は、カダールフェスタ/市民活動企画展で、「絵本で脳活アフタ
ヌーン～発声・朗読」（令和元年度・２年度）、「伝えたい、話しま
しょう、宣言からの２０余年～青森市男女共同参画推進表彰を受
賞して～」（平成３０年度）等、男女共同団各推進と健康＆生きが
いづくりの支援が中心。

青森市内 - - - -

55
自然を見つめる「や
ぶなべ会」

S27年 室谷　洋司 030-0945 青森市桜川４丁目１５－３ 室谷　洋司 017-742-2785 http://yabunabe.org/xp/index.php
郷土の自然環境を生物を通して見つめることを
目的とする。

研究報告掲載の「やぶなべ会報」発行や県民対象の観察会・展
示会開催、県内生物のデータベース作りなどを通して、県民とくに
子ども達に自然理解を深める。

青森県内 - 【年額】2,000円 - -

56
沖館地域緑の募金
推進協力会

Ｈ18年 前田　保 038-0004 青森市富田5丁目1-44 宮崎　三男 017-782-2842 017-782-2842
緑の募金の協賛団体として、緑豊かな環境づく
りや会員の森林、林業等の知識の向上と会員
相互の親睦を図ることを目的とする。

①町会募金及び街頭募金の実施　②体験林業、自然観察、森林
浴、温泉浴の実施　③公共施設にナデシコの植付、保育の実施
④講演会の実施　⑤木材を活用した技術講習会

【年額】1,000円
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