
登録団体数 181団体（2019年3月31日現在）

レポート



自主事業
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利用者懇談会（のぼりん茶話会）

10月23日（水）

午前の部 10時30分～

午後の部 18時30分～

3月11日（水）

午前の部 10時30分～

午後の部 18時30分～

（コロナ感染防止のため中止）
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秋ののぼりん交流会

１１月６日（水）

活動団体の紹介や会員募集を団体同士が交流しながらポスター、チラシの作成をし交流の促進を図る

春ののぼりん交流会

5月25日（土）
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市民団体のノウハウを借り「提供してみたい」「体験してみたい」をつなげ市民や地域に還元する。

のぼりんRIN
スペシャルウイークVO1
7月27日～8月2日（参加者１７９名）

のぼりんRIN
スペシャルウイークVO2
１月７日～１月８日（参加者２２４名）
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市民活動交流フェスタ２０２０
3月1日（土） 登別市民会館中ホール（コロナ感染防止のため中止）

～参加団体数～

◆ステージ発表 8団体

◆展示ブース 7団体

◆体験ブース 10団体

◆展示体験ブース 8団体

◆飲食ブース 3団体

※上記の団体での開催予定でした

（市民活動交流フェスタ２０１９より）

6



市民勉強会
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春ののぼりん交流会第2弾！

会員獲得！活動のキャッチコピー

づくりヒント編
講師 佐藤大輔さん 6月12日

NPO講座「定款について」
講師 黒﨑清さん 1月22日

のぼりべつ
NPO法人連絡
協議会設置説明会
1月22日
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市民に開かれた
拠点作りづくりのポイント

市民と日常的な接点を持ち、子育て世代の学びと交流の場の提供
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第1回 夜のつどい「子育てひろば」

「母乳のこと、お母さんの体のケア」

講師 藤本智恵子さん

11月22日（金）

第２回 夜のつどい「子育てひろば」

「歯のお話・日常ケア・予防など」

講師 仲川弘誓さん

1月24日（金）

※第３回夜のつどい「子育てひろば」「食のアレルギー」 講師 沖本洋子 3月27日（金）

コロナ感染防止 のため中止となりました
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文化講座
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土に触れる陶芸で

リラックスしてみませんか
（陶芸教室）６企画／６回（参加者 67名）

乾燥させた葉の形や色を生かし
絵画を表現してみませんか

（葉画教室）１企画／４回（参加者 4名）
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気軽に,気楽に文字文化を

楽しく学びます
（初心者書道教室）

６企画／６回（参加者 50名）

和風エアロビクスとも言われ

適度な運動に最適です
（江戸芸かっぽれ道場 ）

５企画／４回（参加者 8名）
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左手でボタンを押し

右手で 弦を弾く楽器です
（大正琴体験教室）

４企画／２回（参加者 3名）

囲碁のルールを学びませんか
（囲碁教室）

６企画／５回（参加者 48名）

(うち1回コロナ感染防止のため中止）
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江差追分を歌ってみませんか
（江差追分道場）

5企画／４回（参加者 17名）

(うち1回コロナ感染防止のため中止）

対局を通して楽しみませんか

（子供将棋教室）

6企画／５回（参加者 25名）

(うち1回コロナ感染防止のため中止）
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パステル画の基礎を

学びませんか
（パステル画教室）６企画／４回（参加者 13名）

(うち1回コロナ感染防止のため中止）

季節のお花を生けませんか
（生け花教室）３企画／２回（参加者 13名）

(うち1回コロナ感染防止のため中止）
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入門編クラシックバレエです
（バレエ教室）7月6日（土）

１企画／１回（７名）

全52企画

総計255名
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のぼりん主催展示

18



のぼりん活動パネル展

2月12日～2月29日

のぼりん登録団体展示会

3月11日～3月29日

のぼりん登録団体展

6月3日～6月20日

のぼりん活動写真展2018-2019

8月1日～8月18日
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のぼりんガイドブック作成 2020・3月1日

登録団体の具体的な活動内容に

ついて記載しています。

のぼりんで行っている展示や、体

験会等の開催等を一覧で表示し

ています。
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団体イベント
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ビデオフォーラム
主催：登別更生保護女性会 8月9日

夏休み子ども陶芸教室

主催：ハンズワーク「土塊の会」8月7日

のぼりべつカルチャーナイト2019
笑いヨガ体験会 9月27日

主催：登別カルチャーナイト実行委員会

秋のミニコンサート

主催：琴城流大正琴登別愛好会 10月7日
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あつまれ！絵本の世界へ 10月26日
主催：一般社団法人ガールスカウト北海道連盟

お茶会とお琴のコラボ
11月18日

主催：ハンズワーク「土塊の会」
鈴の会・お茶を楽しむ会

ブラックパネルシアター
主催：おはなしぽけっと 12月18日

登別市市制施行
50周年記念事業

コンパニア・デ・マンドリーナコンサート
12月15日

主催：コンパニア・デ・マンドリーナ

冬休み子ども陶芸教室
12月27日

主催：ハンズワーク「土塊の会」
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Rinスペ顔あわせ

１２月３日

社会科見学

青葉小学校２年生 7月12日

全国大学政策フォーラム大学
立橋大学視察 ８月２７日

フェスタ顔あわせ
１月１５日

Rinスペ顔あわせ

７月１０日

25



サロン展示（登録団体）
2019年4月～2020年3月
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写真展
5月9日～5月17日/11月29日～12月8日

（主催：ヨンハンクラブ）

豆盆栽・小品盆栽作品展
5月28日～5月30日/10月29日～10月31日

（主催：手のひらで遊ぶ豆盆栽クラブ）

楽伸会・伸芽会合同書展
5月18日～5月26日/10月19日～10月27日

（主催：楽伸会・伸芽会）

第１回水彩画サークル野の花作品展
6月20日～6月26日

（主催：水彩画サークル野の花）
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水彩画サークルフレンド会員作品展

7月18日～7月30日(主催：水彩画サークルフレンド）

書道展

6月29日～7月7日/１１月１６日～１１月２４日

（主催：登別書道連盟）

ホワイト展

8月19日～8月31日(主催：ホワイト会）

絵手紙展

9月6日～9月14日（主催：絵手紙サークル絵綺）
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みんなの作品展

9月17日～9月21日（主催：ライフサポート）

会員作品展

9月24日～9月30日（主催：布ごっこ）

布に親しむ会合同展示会

10月3日～10月6日（主催：布に親しむ会）

第4回シニアカメラ同好会写真展

10月9日～10月17日 （主催：シニアカメラ同好会）
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論語展示会

10月15日～10月18日

作品発表会
11月7日～11月14日(主催：クラフト和華）

グラスリッツェン絵画
12月17日～12月26日

(主催：グラスリッツェン絵画「硝子スケッチ」）
(主催：登別市役所）

登別人物デッサンサークル
1月23日～1月29日

(主催：人物デッサンサークル会員展）
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企画展

2月1日～2月29日

（主催：登別美術協会）

ホワイト会小品展

3月2日～ 3月14日（主催：ホワイト会）

コロナ感染防止対応のため 中止

写真展

3月23日～3月29日

（主催：日本野鳥の会室蘭支部）

コロナ感染防止対応のため 中止
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のぼりんアンケート集計
アンケートを通じて伺った利用の意向に対してどのようなサポ―トができるか

考えていきます。

是非皆様のご意見やアイディアお聞かせください

32



42%

16%

18%

24%

広報支援(N=130)

受けたい

受けたくない

どちらとも

いえない

無回答

34%

15%16%

35%

会員告知(複数回答有N=148)

館内への掲示

HPへの掲載その他

無回答

34%

15%16%

35%

会員告知(複数回答有N=148)

館内への掲示

HPへの掲載その他

無回答

54%

4%
2%

40%

1階の利用意見(N=129)

よい

どちらでもない悪い

無回答

１．活動の周知や会員募集等広報支援
２．会員募集の告知

３．１階について

３－(１) 利用状況
３－(２) ご意見

会員募集の告知やイベントの告知のサポートについては、

他の質問の中でも高い関心が寄せられました。

ぜひ、積極的にサポートしていきたいと考えております。

イベント告知は、通信やホームページで行い、会員募集は、

ポスターづくりの機会を設け、サポートしていきます。

また、市民活動団体紹介ブックを作成し、閲覧できる様に

設置しています。

今後も告知情報を充実させ、メーリングリスト、ホームペー

ジでの情報発信も強化していきます。

洋室を使用する団体が増えています。２階を予約し、１階の洋

室や和室が専有利用出来ますのでご利用下さい。サロンス

ペースはどなたでもイベントや展示利用出来ます。また、フ

リースペースもあり、予約不要で打ち合わせや編纂作業等の

利用も出来ます。（※尚、会員活動目的のご利用は２階をご利

用下さい。）

よいと回答した意見は、「広い、明るい、静か、開放的、清潔感

がある」等がある一方、「使いずらい、展示場所としては狭い」

といった意見も頂きました。みなさんの意見を参考に今後もよ

り使いやすくなるように改善していきたいと考えています。
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18%

58%

24%

展示発表の利用状況

利用したことがある

利用したことがない

無回答

(N=130)

15%

13%

1%71%

展示発表の利用意見

よい

どちら

でもない

悪い

無回答

(N=130)

４．展示発表の場として

４－(１) 利用状況
展示発表の場として利用したことがある団体が、全体

の２割程度に留まりました。

皆様に展示場所として使って頂ける様に改善を続けて
参ります。
昨年度、サロンスペースが狭いという意見もあり、設置
の棚を移動し、模様替えを行いました。展示発表は、サ
ロンスペースだけではなく、２階フロア―も使用するこ
とが出来ますのでご利用下さい。
また、展示が生える様に壁紙の張り替えを行う等、改善
を行っています。

４－(２) ご意見

26%

21%
32%

21%

1階サロンの活用(N=130)

活用したい

興味あり

活用しない

無回答 12%

22%

7%
32%

27%

連携活動(N=130) 常に連携

興味なし
どちらでもない

無回答

興味あり

4 2
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3
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79
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100
相談事項

団体運営NPO法人の
設立

日頃の事務

活動PR 助成金 会員募集 無回答その他

５. イベント、講座の開催場所として ６．他団体との連携 ７．団体活動に関わる相談

約半数の団体が、サロンスペース活用に興味を持っ
ている事がわかりました。イベントや講座開催が初め
ての方でもスタッフがサポート致しますので、お気軽
にご相談ください。

既に連携している団体も含め、回答者の３３％の団体
が意向を示しました。
昨年、開催した「のぼりんRinスペシャルウィーク」や
「交流会」を通じて情報交換や他団体への入会等の繋
がりが出来ました。
今後も連携に対しての支援を行っていきたいと考えて
います。

活動ＰＲや会員募集については高い関心がよせられて
います。
私たちも出来る限り相談にお答えいたしますのでお気軽
にご相談ください。
新しく団体を作りたいという方も、小さいことからなんで
も聞いてみて下さい！
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利用者データ
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2019年度 利用者集計
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月別利用団体数
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