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市民活動団体 

紹介ブック 

 

登別市市民活動センター 

 指定管理者 NPO 法人登別自然活動支援組織モモンガくらぶ 

 



 

  

のぼりんベース・・・・・P3 

市民活動を行う市民及び団体が利用するとともに、市民の方に市民活動団体が実施するイベン

トや展示などをご覧いただき、どなたでもご利用出来ます。 

市民活動、印刷の製本、打合せ、簡単な勉強会（パソコン等）ご利用ください。 

洋室/和室・・・・・P4 

予約してご利用することが出来ます。（有料） 

情報発信スペース・・・・・・・P3 

市民活動に関わる資料、登録団体の活動を紹介するファイルやボックスの閲覧など。・・・・・P4 

ワークスペース・・・・・・・P4 

印刷機、コピー機（有料）を設置しています。館内貸出物品もご利用ください。・・・・P4 

ガイドセンター・・・・・P3 

センターの利用方法、団体活動の相談、NPO設立や運営の支援いたします。 

事業内容・・・・P７      情報発信・・・・P８ 

情報 

スペース 

洋室 和室 
調理 

スペース 

のぼりん 

ベース 

のぼりん利用ガイド・目次 

１ 階 

1 

 

女性ＷＣ 

 

男性ＷＣ 



 

  

２ 階 

A・・・・・のぼりんで一番大きな活動室になります。土足でないお部屋になります。 

B・・・・・少人数の打合せ等でご利用できます。テレビ、ビデオデッキ、DVDプレーヤの視覚機材設置。 

C・・・・・のぼりんで一番小さな活動室になります。流し台、水道の利用ができます。 

D・・・・・中規模の会議などでご利用できます。 

駐車場  ３５台駐車可能    

お願い 
・ゴミのお持ち帰りにご協力ください。 
・使用後は机、イスなどの原状回復及び簡易清掃をお願いしています。 
（階段入り口にある清掃用具入れの清掃機具をご使用ください） 
・館内は禁煙です。 
・他の部屋からのテーブル、イスの持ち出しはできません。 

活動室ご利用について・・・・・・・・・P5 

アイディアスペース 

展示スペースとしてご利用になれます。（無料） 

ガイドセンターまでお声がけください。 

市民活動室 

Ｄ室 

市民活動室 

C室 

市民活動室 

A室 

市民活動室 

B室 

２階予約の仕方 

２階活動室は（有料）でご利用いただけます。 

展示でもご利用いただけます。 

ガイドセンターまでお声がけください。 

ア
イ
デ
ア
ス
ペ
ー
ス 

２ 



 

 

  

1階利用について 

ガイドセンター 

センター利用の手続きや申し込み、市民活動の充実を図るため、情報提供や他団体とのつながりを構

築するための相談窓口を設置しています。 

登録団体会員募集情報 のぼりんライブラリー 新聞コーナー 

・予約受付 

・利用申請書手続き 

・市民活動相談 

・センター利用相談 

情報発信スペース 

市内のNPOの情報、他施設、業界情報、書籍、新聞を設置しています。市民活動や助成金情報、地域

に関わる資料も見ることができます。 

のぼりんベース 

市民活動団体の発信の場として活用できるフリースペースです。展示、イベントの開催でもご利用ください。

イベントや展示がない場合には簡単な打ち合わせや編纂作業でご利用いただけます。 

新聞  
（室蘭民報朝刊・夕刊・北海道新聞朝刊） 
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調理スペース 

IH ヒーターの利用ができます。 

洋室（10人程度） 
和室（畳敷き、10畳程度） 

のぼりんには無料で貸し出ししている物品が多くあります。ガイドセンターへお申し出下さい。 

プロジェクター一式（スクリーン・プロジェクター・テーブル） 

延長コード・ドラム・ホワイトボード/マーカー 

大型ホチキス・穴あけパンチ 

演台・裁断機、ラミネーター（フイルムは持参） 

印刷機 カラーコピー機 

団体ファイル 
市民活動団体ファイルには新

聞に載った団体活動記事もス

クラップして納めてあります。 

洋室/和室 

予約の場合、２階活動室の予約をした上でご使用になれます。(有料）・・・・P5 

※活動室を両方使用することは出来ません。 

ワークスペース 
印刷機・コピー機（有料）を設置しています。編纂等の作業を行うことができます。 

団体ボックス 
市民活動団体の情報を閲覧で

きます。また、外部の方に団体

の紹介をすることが出来ます。 
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展示スペース会議机１本、張り出し用に壁の利

用が可能です。 

詳細はお問い合わせください。 

２階利用について 

市民活動室 A 
大きさ 約９２㎡ 
     (7.3ｍ×12.65ｍ） 
定員 ３０人～４５人 
設備 扇風機設置（天井備え付け）

土足厳禁(スリッパはご持参くださ

い） 
机１５、イス４５は、用途により各自

設置となります。イベント、会議、講

演会等でご利用ください。 

大きさ 約３３㎡ 

     (7.3ｍ×4.6ｍ） 

定員  12人    

設備 机６、イス１２ 

扇風機設置（天井備え付け） 

テレビ、DVD機器、ビデオデッキ 

大きさ 約２２㎡ 

     (5.8ｍ×3.9ｍ） 

定員  8人    

設備 机４、イス 8   

流し台 

（利用後は原状回復） 

大きさ 約 50㎡ 

     (5.8ｍ×87.5ｍ） 

定員  20人 

設備 机１０ イス２０ 

机、イスは設置済みです。 

（利用後は原状回復）  

市民活動室 B 

市民活動室 C 

市民活動室 D 

アイディアスペース 
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利用料金表(団体により料金が変わります） 

非営利団体 

            

減額団体 

  

（税込/円） 

（税込/円） 
※冬季使用料は、１１月１日から翌年４月３０日までの期間について適用。 

※営利を目的として使用する場合は、非営利料金使用料の 2.5倍の額が使用料となります。 
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のぼりべつ NPO法人連絡協議会 チーム活動（のぼりんサポーター） 利用者懇談会 

市民活動交流フェスタ 市民活動パワーアップ講座 

まちづくり講座（CivicWits） 

交流会（会員募集ポスター作成会） 

のぼりん Rinスぺシャルウィーク 

〇市民活動支援に関わる取り組み 

  ・相談窓口の設置・「のぼりん利用ガイダンス」・「市民活動相談コーナー」 

〇市民活動促進に関わる取り組み 

  ・市民開かれた拠点づくり・のぼりん文化講座・のぼりべつNPO法人連絡協議会 

〇市民活動の交流促進に関わる取り組み 

  ・登録団体交流 

〇人材育成 

  ・のぼりんサポーター制度・市民活動勉強会 

〇情報収集・発信 

  ・のぼりん通信動画配信 

   ◇事業内容◇ 

   ◇支援、促進に関わる取り組み◇ 

NPO講座/「定款について」 

７ 
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◇ のぼりんからの情報発信 ◇ 

◇「のぼりん通信」 …毎月 20日発行 

のぼりんに関する情報が一番詳しく掲載されています。 

のぼりん文化講座や団体の方のイベントなど、 常設の記事の他 

のぼりん内の小さな変化なども記事に掲載することがあります。 

◇「子ども向け文化講座チラシ」 … 文化講座に応じて年 6回発行  

主にお子様向けの内容の記事をまとめています。  

お子様だけでなく親子で参加できるプログラムも掲載しています。 

◇「広報のぼりべつ」 … 毎月月末発行 

登別市が発行している広報の「わくわくおでかけナビゲーション ！」内にのぼり

んからの情報をピックアップした記事が掲載されています。 

 情報掲載の申し込み 

情報の掲載を希望の方はガイドセンターまでお声をおかけください。 

所定の用紙に記載、お申込みを受付します。 

   ・のぼりん通信     掲載締め切り    毎月初 ５日まで 

   ・のぼりべつ広報   掲載締め切り    毎月末 ２５日まで 

   ・のぼりん「メールマガジン」  のぼりん宛に空メールを送信いただくことで送信元の 

                      メールアドレスを自動的にユーザー登録できます。 

登別市市民活動センターのぼりんでは、 市民活動に携わる方に向けて様々な媒体を利用し

て情報発信しています。 

◇「のぼりん公式ホームページ」  https://noborin.org/ 

インターネット上にてブログやイベントなどの記事を掲載しています。 

◇のぼりん「メールマガジン」nobomail-apply＠ noborin.org 

のぼりんのイベント情報や活用情報が不定期で登録したメールアドレスに送ら

れてきます。 

◇動画配信 YouTubeチャンネル 

ユーチューブにのぼりんの活動団体を動画配信をしています 

のぼりん 
館内の様子 

登別市 NPO
法人動画 

のぼりん 
活動風景

2019 

のぼりん 
インタビュー 

のぼりん 
文化講座 

http://noborin.org/
http://noborin.org/


  

登録団体

紹介 
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団体 PR/ 

活動内容   

代表者   設立日   

担当者   ＦＡＸ   

連絡先   活動時間   

活動日   

活動風景 

  

活動場所   

会員募集   

会員数   

 Email   

HP アドレス  

連絡先は、掲載許可をいただいてる場合のみ掲載しています。 

会員募集の有無 会員数は 2021年６月現在の人数になります 

※より詳細な団体情報はのぼりんガイドセンターまでお問い合わせください 
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のぼりべつまちライブラリー                                                  

団体 PR/ 
活動内容 本で人と人をつなぐ 

代表者 武者正樹 設立日 2018 年 11 月 5 日 

担当者 武者正樹 ＦＡＸ 0143-86-2333 

連絡先 0143-86-2333 活動時間  

活動日  

活動風景 
 

 
活動場所 アーニス 

会員募集 有 

会員数 18 人（2021 年 6 月現在） 

 Email  

HP アドレス  

手のひらで遊ぶ・豆盆栽クラブ                                                  

団体 PR/ 
活動内容 

春の作品展 5 月又は 6 月開催ー体験コーナーを設け来場者に知ってもらう、秋の作品展 10

月中旬開催、毎月第三土曜日勉強会を実施 

代表者 黒澤洋 設立日 2010 年 4 月 1 日 

担当者 黒澤洋 ＦＡＸ  

連絡先 0143-85-1474 活動時間 10:00-12:00 

活動日 土 
 

活動風景 

 

 
活動場所 市民活動センター 

会員募集 有 

会員数 7 人（2021 年 6 月現在） 

 Email  

HP アドレス  
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登別吟道連盟                                                   

団体 PR/ 

活動内容 市内 9 か所に練成場所があり、週 1 で活動、年 2 回合同での吟詠発表会を行っている 

代表者 今川紀子 設立日 1971 年 6 月 1 日 

担当者 今川紀子 ＦＡＸ 0143-84-2663 

連絡先 0143-84-2663 活動時間 各教場 2 時間 

活動日 月-土 

活動風景 
 

活動場所 各教場によって異なる 

会員募集 有 

会員数 70 人（2021 年 6 月現在） 

 Email  

HP アドレス  

 

 

 

 

北海道オリエンテ-リング協会登別 OLC                                                   

団体 PR/ 
活動内容 春、登別市内ロゲイニング大会 秋、市民オリエンテーリング大会 

代表者 佐藤公英 設立日 2012 年 4 月 1 日 

担当者 佐藤公英 ＦＡＸ 0143-85-3875 

連絡先 090-7050-4481 活動時間  

活動日  

活動風景  活動場所 市内全域 

会員募集 有 

会員数 10 人（2021 年 6 月現在） 

 Email h11560ks@sea.plala.or.jp 

HP アドレス  
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登別市文化協会写真部ヨンハンクラブ                                                   

団体 PR/ 

活動内容 

毎月第２水曜日月例会 １月２月のみ第２土曜日例会 写真展(春と秋、文協の文化祭、胆振

芸術祭）の４回位 撮影行 年１ー２回 

代表者 竹原鶴昭 設立日 1956 年 10 月 1 日 

担当者 竹原鶴昭 ＦＡＸ 0143-85-1744 

連絡先 090-3392-1808 活動時間 18:00-20:00(1 月-2 月 10:00-12:00) 

活動日 第２水 

活動風景 

 

 
活動場所 市民活動センター 

会員募集 有 

会員数 12 人（2021 年 6 月現在） 

 Email  

HP アドレス  

 

 

水彩画サ-クル野の花                                                   

団体 PR/ 
活動内容 

１．毎月第 1，2，3 木曜日に市民活動センター「のぼりん」にて水彩画絵を作成する  

２．年２回市内で水彩画作品展を開催し市民に公開  

３．絵画作品公募展に応募、他サークル作品展鑑賞 

代表者 木村雅隆 設立日 1989 年 4 月 3 日 

担当者  ＦＡＸ  

連絡先 080-5834-2566 活動時間 13:00-17:00 

活動日 木 

活動風景 
 

活動場所 市民活動センター 

会員募集 無 

会員数 12 人（2021 年 6 月現在） 

 Email  

HP アドレス  
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登別山岳会                                                   

団体 PR/ 

活動内容 

随時、会員を募集しています 

登山初心者・初級者の方も大歓迎です 

代表者 河村勝 設立日 1970 年３月 

担当者 澤田時人 ＦＡＸ 0143-88-3636（勤務先） 

連絡先 090-7517-0376 活動時間 全日 

活動日 土、日、祝日 

活動風景 
 

活動場所 北海道内外の山岳地帯 

会員募集 有 

会員数 48 人（2021 年 6 月現在） 

 
Email sawat@plum.plala.or.jp 

HP アドレス 
http://www.noboribetsu-

sangakukai.com/ 

 

 

登別バレエ協会                                                   

団体 PR/ 
活動内容 クラシックバレエ教室 主にストレッチなど舞台発表にむけてのレッスン 

代表者 須田諒子 設立日  

担当者 須田文子 ＦＡＸ  

連絡先 090-2692-4585 活動時間 18:00-20:30 

活動日 月・木 

活動風景 
 

活動場所 市民活動センター 

会員募集 有 

会員数 30 人（2021 年 6 月現在） 

 Email ayako-ballet.95@hokkaidou.me 

HP アドレス  
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PC クラブりぼん                                                   

団体 PR/ 

活動内容 

仕事や町内会活動、趣味等に活用するために、パソコンスキルを身につけています 

会員間の交流も大切に、和気あいあい楽しんでます 

代表者 笹谷美佐子 設立日  

担当者 笹谷美佐子 ＦＡＸ 0143-87-1710 

連絡先 080-4044-1710 活動時間 18:30-20:30 

活動日 第２、第４ 金 

活動風景  活動場所 市民活動センター 

会員募集 有 

会員数 8 人（2021 年 6 月現在） 

 Email  

HP アドレス  

 

 

 

クラフト和華登別教室                                                   

団体 PR/ 

活動内容 教室別ではなく５年ごとに合同で発表会を開催しています 

代表者 畠王恵 設立日 2008 年 1 月 

担当者 佐藤美和子 ＦＡＸ  

連絡先 0143-45-2468 活動時間 10:00-12:00 

活動日 月に 1 度 月曜日 

活動風景 

 

活動場所 登別市、室蘭市、伊達市 

会員募集 有 

会員数 18 人（2021 年 6 月現在） 

 Email  

HP アドレス  
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登別レクリエ-ション協会                                                   

団体 PR/ 

活動内容 

私たちは遊びを通じて他人と協調できる心を養いあそびながら引き籠りのない、誰とでも楽

しく笑える習慣を身につけた老後を目指します 

代表者 山田新一 設立日 1978 年 1 月 1 日 

担当者 荒井勇司 ＦＡＸ 0143-86-8636 

連絡先 0143-86-8636 活動時間 8:30-18:00 の間 

活動日 日、月、火、水、木、金、土 

活動風景 

 

活動場所 自然観察:白老、伊達、室蘭他 

会員募集 有 

会員数 64 人（2021 年 6 月現在） 

 Email  

HP アドレス  

 

 

登別市音楽協会                                                   

団体 PR/ 

活動内容 後進の指導に努め、文化の振興に寄与するための事業「音楽発表会」を年に１度開催する 

代表者 縫部かおり 設立日  

担当者 後藤法子 ＦＡＸ  

連絡先 0143-88-0288 活動時間  

活動日  

活動風景 

 

活動場所 市民会館・市民活動センター 他 

会員募集 無 

会員数 8 人（2021 年 6 月現在） 

 Email  

HP アドレス  
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登別市スポ-ツ少年団本部                                                   

団体 PR/ 

活動内容 市内のスポーツ少年団 

代表者 宮武祥子 設立日 1964 年 4 月 

担当者 鈴木信義 ＦＡＸ 0143-85-5579 

連絡先 080-5729-1843 活動時間  

活動日  

活動風景 

 

活動場所  

会員募集  

会員数 230 人（2021 年 6 月現在） 

 Email  

HP アドレス  

 

 

全国大学政策フォ-ラム実行委員会                                                   

団体 PR/ 
活動内容 全国の大学生が、登別市への様々な提言をするフォーラム開催 

代表者 中原 義勝 設立日 2007 年 4 月 1 日 

担当者 松山 哲男 ＦＡＸ 0143-84-1133 

連絡先 090-1521-8773 活動時間  

活動日  

活動風景 
 

 
活動場所 公共施設 

会員募集  

会員数 23 人（2021 年 6 月現在） 

 Email  

HP アドレス  

17 



絵手紙サ-クル絵綺                                                   

団体 PR/ 

活動内容 絵手紙をかく事で、話題を共有し家族、知人、友人の交流がより深められる 

代表者 古川栄津子 設立日 2010 年 7 月 

担当者 古川栄津子 ＦＡＸ 0143-87-1675 

連絡先 0143-87-1675 活動時間 10:00-12:00 

活動日 第１ 木、第３ 月 

活動風景 

 

活動場所 市民活動センター 

会員募集 有 

会員数 7 人（2021 年 6 月現在） 

 Email  

HP アドレス  

 

 

登別更生保護女性会                                                   

団体 PR/ 
活動内容 

子供たちを犯罪、非行にはしらないよう、見守り、健全な生活をおくれるように地域でとりく

みましょう 

代表者 山田則子 設立日 1981 年 5 月 26 日 

担当者 山田則子 ＦＡＸ 0143-84-8216 

連絡先 090-8342-9382 活動時間 10:30-12:00  13:30-15:30 

活動日 水 

活動風景 

 

活動場所 市内公共施設 

会員募集 有 

会員数 53 人（2021 年 6 月現在） 

 Email fn-yamada@tbz.t-com.ne.jp 

HP アドレス  
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ゆったり太極拳                                                   

団体 PR/ 

活動内容 

将来的に呼吸に合わせて、ゆっくり柔らかく動くことを目標に楽しく練習しています 

春には青空の下、公園で太極拳をするのは本当に気持ちが良いです 

代表者 田村静子 設立日 2013 年 4 月 2 日 

担当者 田村静子 ＦＡＸ  

連絡先 080-1976-0523 活動時間 13:30-16:00 

活動日 月、水、木 

活動風景 
 

活動場所 総合体育館 

会員募集 有 

会員数 20 人（2021 年 6 月現在） 

 Email  

HP アドレス  

 

 

登別市手をつなぐ育成会                                                   

団体 PR/ 
活動内容 

地域でくらす、知的障がい、発達障がい児者と家族、支援 ・応援するひとたちでつくる会です 

どなたでも入会できます 

代表者 橋本眞弓 設立日 1975 年 12 月 1 日 

担当者 打矢美和 ＦＡＸ 0143-86-0150 

連絡先 090-5077-1399 活動時間 10:00-15:00､18:00-20:00 

活動日 火、土、日、祝 

活動風景  活動場所 
市民活動センター、総合福祉センタ

ー、市民会館など 

会員募集 有 

会員数 54 人（2021 年 6 月現在） 

 Email miwa.uchiya.0906@docomo.ne.jp 

HP アドレス  
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特定非営利活動法人おにスポ                                                   

団体 PR/ 

活動内容 各種スポーツ教室の開催 指導者の派遣など 

代表者 磯田大治 設立日 2013 年 3 月 19 日 

担当者 磯田大治 ＦＡＸ  

連絡先 090-9529-1765 活動時間 不定期 

活動日 不定期 

活動風景 

 

活動場所 市内公共施設 

会員募集 有 

会員数 246 人（2021 年 6 月現在） 
 

Email noboribetsusc@yahoo.co.jp 

HP アドレス  

 

 

大正琴のぼりん教室                                                   

団体 PR/ 
活動内容 

私達は琴城流大正琴登別愛好会の会員です。月に３回、市民活動センターや市民会館で大正琴

教室を開いています 自分に合ったペースで様々なジャンルの曲を練習し、室蘭や伊達で開

催される演奏会に参加したり、秋に開催予定のミニコンサートに向けて日々練習に励んでい

ます 興味のある方はぜひ見学にいらして下さい 

一緒に大正琴の音色を楽しみましょう 

代表者 高橋照代 設立日 2014 年 1 月 1 日 

担当者 高橋照代 ＦＡＸ 0143-88-0836 

連絡先 0143-88-0836 活動時間 10:00-11:30 

活動日 月・木 

活動風景 
 

活動場所 市民活動センター、市民会館 

会員募集 有 

会員数 4 人（2021 年 6 月現在） 

 Email  

HP アドレス  
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登別俳句協会                                                   

団体 PR/ 

活動内容 １.定例句会 ２.俳句短冊展 ３.近隣三市での俳句大会へ参加 

代表者 袖山功 設立日 1968 年 8 月 10 日 

担当者 袖山功 ＦＡＸ 0143-86-3270 

連絡先 0143-86-3270 活動時間 13:00-16:00 

活動日 第２，４木 

活動風景 

 

活動場所 市民会館、鷲別公民館 

会員募集 有 

会員数 20 人（2021 年 6 月現在） 

 Email  

HP アドレス  

 

 

登別華道連盟                                                   

団体 PR/ 
活動内容 

市役所への挿花奉仕 （毎週月曜日、年間５０回程） 市民文化祭参加 （１１月３,４日、市民会

館、いけばな展） のぼりん文化講座（年３回７月、１２月、２月） 

代表者 田中ミネ子 設立日 1965 年 4 月 1 日 

担当者 田中ミネ子 ＦＡＸ 0143-86-8185 

連絡先 090-8429-2214 活動時間  

活動日  

活動風景 
 

活動場所 
市役所、市民会館、市民活動センタ

ー 

会員募集 有 

会員数 18 人（2021 年 6 月現在） 

 Email  

HP アドレス  
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国際ソロプチミスト登別                                                   

団体 PR/ 

活動内容 

理解促進、提唱、活動を通して女性と女児の生活と地位を向上させるための、グローバルな奉

仕団体の登別支部です 登別市 ・社会福祉協議会への寄付、市内小学一年生を対象としたあさ

がお展の開催等を行っています 

代表者 田中ルリ子 設立日 1982 年 6 月 25 日 

担当者 田中ルリ子 ＦＡＸ 0143-86-6266 

連絡先 080-1886-6266 活動時間 18:30-19:30 

活動日 火 

活動風景 

 

活動場所 市民会館、市民活動センター 

会員募集 有 

会員数 16 人（2021 年 6 月現在） 

 Email noboribetsu.mirai@gmail.com 

HP アドレス  

 

 

PC クラブよつば                                                   

団体 PR/ 
活動内容 パソコンの練習により、技術の向上、また、会員との親睦を図る 

代表者 岸部智恵子 設立日 2017 年 5 月 13 日 

担当者 岸部智恵子 ＦＡＸ 0143-86-3377 

連絡先 080-6357-1402 活動時間 13:30-15:30 

活動日 金 

活動風景 
 

活動場所 市民活動センター 

会員募集 有 

会員数 10 人（2021 年 6 月現在） 

 Email  

HP アドレス  
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室蘭友の会登別最寄                                                   

団体 PR/ 

活動内容 

室蘭友の会は、室蘭市、伊達市、登別市の３市の会員がおります。衣、食、住、家計、子育て、

環境 （CO2 マイクロプラスチックの削減）など、年代を越えて集まり、よい”家族をつくるこ

とが、よい社会をつくる”をモットーに活動をしています  

又、自分達のことだけでなく、清拭布づくりをし、社協へ寄付しています 

代表者 浪花一美 設立日 1956 年 5 月 

担当者 小林聖子 ＦＡＸ 0143-83-2194 

連絡先 0143-83-2194 活動時間 10:00-12:00 

活動日 水、木 

活動風景 
 

活動場所 室蘭友の家、登別の会員宅 

会員募集 有 

会員数 45 人（2021 年 6 月現在） 

 Email hidek.wz104@outlook.or.jp 

HP アドレス  

 

 

NPO 法人色彩生涯教育協会                                                   

団体 PR/ 
活動内容 社会教育の推進を図る活動、色彩活動 

代表者 高田裕子 設立日 2007 年 12 月 22 日 

担当者 小岡加代子 ＦＡＸ  

連絡先 090-3019-3516 活動時間 不定期 

活動日 不定期 

活動風景 

 

活動場所 市内 

会員募集 無 

会員数  

 Email  

HP アドレス  
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室蘭登別たたらの会                                                   

団体 PR/ 

活動内容 日本古来のたたら製鐵の伝承活動の実践 

代表者 石崎勝男 設立日 2011 年 3 月 27 日 

担当者 石崎勝男 ＦＡＸ  

連絡先 0143-85-1179 活動時間 不定期 

活動日 不定期 

活動風景 
 

活動場所 市内外各地、学校等 

会員募集  

会員数 6 人（2021 年 6 月現在） 

 Email  

HP アドレス  

   

 

鈴の会                                                   

団体 PR/ 
活動内容 琴、三絃等の技術を広める 会員の親睦を深める 

代表者 山口久子 設立日 2010 年 4 月 1 日 

担当者 山口久子 ＦＡＸ 0143-85-3459 

連絡先 090-8630-8595 活動時間  

活動日 火、木、土 

活動風景 
 

活動場所 市民活動センター、学校 他 

会員募集 有 

会員数 13 人（2021 年 6 月現在） 

 Email  

HP アドレス  
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PC ななかまど                                                   

団体 PR/ 

活動内容 

１．定期勉強会：毎月第１第３水曜日午後１時３０分ー市民活動センターのぼりん                    

２．新年交礼会：各行事への参加(地域の行事に積極的参加する予定） 

代表者 豊岡猛 設立日 2017 年 5 月 19 日 

担当者 豊岡猛 ＦＡＸ  

連絡先 080-6064-8964 活動時間 13:30-15:30 

活動日 第１，３水 

活動風景  活動場所  

会員募集  

会員数 7 人（2021 年 6 月現在） 

 Email  

HP アドレス  

 

 

水彩画サークルフレンド                                                   

団体 PR/ 
活動内容 

先生は１２月から翌年３月までお休みですが、モチーフ当番を決め身近なものを自分の描き

たいものを持ってきて描いてます 

写生は年に１回予定しております。作品展は年２回予定しております 

代表者 田中千鶴子 設立日 2002 年 4 月 1 日 

担当者 田中千鶴子 ＦＡＸ  

連絡先 0143-86-0750 活動時間 13:00-15:30 

活動日 月 2 回 金 

活動風景 
 

 
活動場所 若草つどいセンター 

会員募集 無 

会員数 7 人（2021 年 6 月現在） 

 Email  

HP アドレス  
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健康運動サ-クルチャックル登別                                                   

団体 PR/ 

活動内容 

1、肩こり、腰痛、ケガの 「予防」 2、体力・筋力の 「向上」 3、体型の 「維持」を軸に健

康づくりを目的とした運動教室を開催 

その他、会員間の親睦を図るため夏はパークゴルフ大会、忘年会などを実施 

代表者 江良幸男 設立日 2011 年 11 月 2 日 

担当者 江良幸男 ＦＡＸ  

連絡先 090-6445-1688 活動時間 18:30-19:30 

活動日 月 

活動風景 

 

活動場所 鷲別公民館 

会員募集 有 

会員数 7 人（2021 年 6 月現在） 

 Email circle_chuckle@yahoo.co.jp 

HP アドレス http://chuckle.sakura.ne.jp 

  

 

登別手話の会                                                   

団体 PR/ 
活動内容 

毎週火曜日 18:30~20:30 まで手話学習を中心とした例会を開き、聴覚障がい者の方の指導を

受けながらそれぞれが自分のペースで手話を学んでいます 

中学生から大人まで手話に興味のある方を積極的に受け入れていますので、ぜひ一度見学に

来て手話を体験してみて下さい 

代表者 高橋照代 設立日 1975 年 10 月 1 日 

担当者 高橋照代 ＦＡＸ 0143-88-0836 

連絡先 0143-88-0836 活動時間 18:30-20:30 

活動日 火 

活動風景 

 

活動場所 市民活動センター、市内各学校 

会員募集 有 

会員数 15 人（2021 年 6 月現在） 

 Email  

HP アドレス  
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おもちゃの病院「中島」                                                   

団体 PR/ 

活動内容 捨てるまえに、修理してみませんか？思い出のあるおもちゃも！ 

代表者 岡本好司 設立日 2013 年 6 月 1 日 

担当者 岡本好司 ＦＡＸ  

連絡先 090-1644-0543 活動時間 11:00-15:00 

活動日 第２ 日 

活動風景 

 

活動場所 室蘭市ほっとなーる 

会員募集 有 

会員数 10 人（2021 年 6 月現在） 

 Email  

HP アドレス  

 

 

登別人物デッサンサ-クル                                                   

団体 PR/ 
活動内容 

本会は道展会員の赤谷良文先生から、デッサンを学んでいる仲間たちの集まりで月２回 （水曜

日午後１時～３時まで）市民活動センターで教室を開催しております  

4 月から 10 月までは、着衣のモデルさんによる人物デッサンを行い、11 月から 3 月までは石

膏などの静物デッサンを行っております 興味のある方はいつでも見学下さい 

代表者 干谷勝利 設立日  

担当者 干谷勝利 ＦＡＸ 0143-88-1246 

連絡先 0143-88-1246 活動時間 13:00-15:00 

活動日 毎月２回 水 

活動風景 

 

活動場所 市民活動センター 

会員募集 有 

会員数 14 人（2021 年 6 月現在） 

 Email  

HP アドレス  
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わかばサ-クル                                                   

団体 PR/ 

活動内容 

月１回 第１木曜日 かろやか体操、タオル体操、指体操、リズム体操、口の体操、ラジオ体

操第１、第２を最初にする健康づくりと体力維持、会員相互の親睦を計ります 

代表者 古伯ユリ江 設立日 2015 年 4 月 1 日 

担当者 古伯ユリ江 ＦＡＸ  

連絡先 0143-85-9356 活動時間 10:00-12:00 

活動日 第１ 木 

活動風景 

 

活動場所 市民活動センター 

会員募集 有 

会員数 10 人（2021 年 6 月現在） 

 Email  

HP アドレス  

 

 

登別美術協会                                                   

団体 PR/ 
活動内容 

登別美術協会公募展による会員の安定確保と会員展開催での発表の場として、毎年 10 月開催

の公募展では会員募集 

代表者 桐則雄 設立日 1978 年 11 月 8 日 

担当者 桐則雄 ＦＡＸ 0143-86-5490 

連絡先 0143-86-5490 活動時間  

活動日 随時 

活動風景 

 

活動場所 随所 

会員募集  

会員数 70 人（2021 年 6 月現在） 

 Email  

HP アドレス  
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絵画サ-クル杜                                                   

団体 PR/ 

活動内容 

１．鉄南ふれあいセンターで月２回第２、第４、水彩、油彩の勉強 ２．５月社会福祉、活動

としてアンデルセンの丘、チボリの森に絵画展示 ３．１０月サークル絵画展(イオン登別店

２Ｆコミニティホール） ＊２，３は昨年コロナウィルス感染予防のため中止 

代表者 菅原美恵子 設立日 2004 年 4 月 25 日 

担当者 豊岡猛 ＦＡＸ  

連絡先 080-6064-8964 活動時間 13:00-17:00 

活動日  

活動風景 
 

活動場所 鉄南ふれあいセンター 

会員募集 無 

会員数 9 人（2021 年 6 月現在） 

 Email  

HP アドレス  

 

 

大人の発達障がいの会                                                   

団体 PR/ 
活動内容 

ここに来れば自分の気持ちを分かってもらえて、安心して話せる、そんな語り合いの 「場」を

目指しています 上から目線のアドバイスや説教をするのではなく自分の体験を話すことで

聞いている人がその中からなにか生きる上でのヒントを見つけられるようなゆるくて、あっ

たかい「場」です 

代表者 河上良枝 設立日 2019 年 4 月 14 日 

担当者 河上良枝 ＦＡＸ 0143-85-3579 

連絡先 090-6219-2439 活動時間 13:00-15:00 

活動日 第 2、第 4 日 

活動風景 
 

活動場所 いぶりたすけ愛、ともかな 

会員募集 有 

会員数 12 人（2021 年 6 月現在） 

 Email yoiedakawaue@gmail.com 

HP アドレス  
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登別市ボランティアセンタ-                                                   

団体 PR/ 

活動内容 

ボランティアセンターは、ボランティア活動を 「したい人」と 「必要としている人」の想いを

繋げる場所です その他にボランティアの理解・関心を深める取り組みやボランティア活動

者を増やすための取り組み、ボランティア活動のサポートを行うことで、地域福祉の向上を目

指しています 

代表者 藤江紀彦 設立日 1993 年 2 月 25 日 

担当者 後藤光弘 ＦＡＸ 0143-88-4546 

連絡先 0143-88-2080 活動時間 9:00-17:30 

活動日 月-金(祝日除く） 

活動風景  活動場所 総合福祉センター 

会員募集 有 

会員数  

 Email info@kizuna-shakyo.jp 

HP アドレス https://kizuna-syakyo.jp 

 

 

登別民謡連合会                                                   

団体 PR/ 
活動内容 

１.春、秋年２回に発表会 2.登別市長杯争奪民謡大会 3.登別市社会福祉協議会チャリティー

参加 4.市民文化講座（江差追分教室） 

代表者 石橋涛栄 設立日 1970 年 4 月 

担当者 三上恵久英 ＦＡＸ 0143-86-5710 

連絡先 0143-86-5710 活動時間  

活動日  

活動風景 

 

活動場所 市民会館・市民活動センター 

会員募集 有 

会員数 55 人（2021 年 6 月現在） 

 Email  

HP アドレス  
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楽しい源氏物語                                                   

団体 PR/ 

活動内容 

月 2 回源氏物語の原文の朗読と現代文への解釈その時代背景、人々の暮らし、考え方などの理

解 

代表者 今川紀子 設立日 2013 年 4 月 1 日 

担当者 今川紀子 ＦＡＸ 0143-84-2663 

連絡先 0143-84-2663 活動時間 10:00-12:00 

活動日 第 1、第 3 金 

活動風景 
 

活動場所 市民会館 

会員募集 有 

会員数 22 人（2021 年 6 月現在） 

 Email  

HP アドレス  

 

 

メロウネット                                                   

団体 PR/ 
活動内容 

目的 

1.高齢者がパソコン操作やインターネット （Web サイト）を学習し、より楽しく活動的な生活

を送る 

2.情報セキュリティを学習し、「永遠のビギナー」にならない 

代表者 渡邊嬌子 設立日 2013 年 3 月 7 日 

担当者 渡邊嬌子 ＦＡＸ  

連絡先 090-6693-2205 活動時間 13:00-17:00 

活動日 第３ 木 

活動風景 

 

活動場所 市民活動センター 

会員募集 有 

会員数 8 人（2021 年 6 月現在） 

 Email kikyo_08c@yahoo.co.jp 

HP アドレス  
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登別魚拓同好会                                                   

団体 PR/ 

活動内容 

日本の魚拓文化は、世界で唯一日本固有の文化として、受け継がれて来ました 

その技法は、直接法と間接法に分かれ進化を続け、今では、カラー魚拓として、記録魚拓から

アート魚拓まで枠を広げて来ました。研修会では、この技術を習得すると共に、会員相互の親

睦をはかり、この文化を継続、伝承を行って行きます 

代表者 小笠原寛昭 設立日 1977 年 3 月 1 日 

担当者 小笠原寛昭 ＦＡＸ  

連絡先 0143-85-4503 活動時間 18:00-21:00 

活動日 第２、第４ 木 

活動風景 

 

活動場所 鷲別公民館 

会員募集 有 

会員数 10 人（2021 年 6 月現在） 

 Email  

HP アドレス  

 

 

特定非営利活動法人シニアネットいぶり                                                   

団体 PR/ 
活動内容 

シニアの持つ豊かな経験と知識を活用し、コンピューターやインターネット等の情報通信技

術を互いに学び合い、その成果の活用を図ることに関する事業や高齢者の生きがい作りや仲

間作りに関する事業を行い、地域社会の活性化や成熟化に貢献し、もっと豊かで充実したシニ

アライフの実現を目指しています パソコン講習会、パソコン無料相談会、パソコン講師派

遣、パソコントラブルサポート、会員間での相互勉強会活動を行っています 

代表者 工藤恵美子 設立日 2004 年 8 月 31 日 

担当者 浦崎政徳 ＦＡＸ 0143-83-5736 

連絡先 090-3684-5843 活動時間 10:00-15:00 

活動日 土（月 1 回） 

活動風景 

 

活動場所 室蘭市中小企業センター 

会員募集 有 

会員数 65 人（2021 年 6 月現在） 

 Email urasaki@mx2.ttcn.ne.jp 

HP アドレス https://sniburi.com/ 
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登別骨髄バンク推進会                                                   

団体 PR/ 

活動内容 

白血病などの血液疾患で 「骨髄移植」などが必要な患者さんが多くいます 血縁者で適合する

確率は約４分の１、他人になる人数百～数万分の１となっています 移植を希望される方は

年間約 2000 人ですが、一人でも多くのドナー登録と、一人でも多く移植で救われる方々のた

めに一緒に勉強したり、お手伝いをしませんか？よろしくお願いします 

代表者 伊藤健太 設立日 2021 年 2 月 22 日 

担当者 伊藤健太 ＦＡＸ 0143-83-7742 

連絡先 090-2878-8828 活動時間  

活動日  

活動風景  活動場所 市民活動センター、市内献血会場 

会員募集 有 

会員数 4 人（2021 年 6 月現在） 

 Email n.kotsuzui.b@gmail.com 

HP アドレス  

 

 

登別肢体不自由児者父母の会                                                   

団体 PR/ 
活動内容 

年数回(不定期）ですが主に手足の不自由な子供達(成人）と社会参加を目的とした体験中心の

レクの開催。 市民ボランティアの体験、交流、勉強会、情報交換 

ふれあいフェスティバル、障害者週間、その他イベント参加での交流、領布事業 

代表者 青木明美 設立日 1969 年 4 月 

担当者 青木明美 ＦＡＸ 0143-86-0471 

連絡先 0143-86-0471 活動時間 10:00-15:00 

活動日 その都度 

活動風景  活動場所 活動によって変更 

会員募集 有 

会員数 14 世帯（2021 年 6 月現在） 

 Email  

HP アドレス  
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登別子ども劇場                                                   

団体 PR/ 

活動内容 

・年に２～３回舞台鑑賞  ・子育て交流 （子供に関することであれば、いろいろなことができ

ると思います）  

・地域（ブロック・サークル）の自主活動での親子交流 

代表者 藤村和美 設立日 1991 年 10 月 11 日 

担当者 藤村和美 ＦＡＸ 0143-86-7775 

連絡先 0143-86-7775 活動時間 10:00-13:00 

活動日 月・金 

活動風景 

 

活動場所 登別子ども劇場事務所 

会員募集 有 

会員数 67 人（2021 年 6 月現在） 

 Email  

HP アドレス  

 

 

伸芽会                                                   

団体 PR/ 
活動内容 

会員の書道技術の向上、相互の親睦、生涯学習として健康長寿に寄与すると共に地域文化の振

興発展に貢献 ①第２、第４月曜日勉強会を開催 ②年２回書作展を開催 

代表者 菅原とみ子 設立日 2015 年 6 月 1 日 

担当者 菅原とみ子 ＦＡＸ  

連絡先 0143-86-4338 活動時間 10:00-12:00 

活動日 第２、第４ 月 

活動風景 

 

活動場所 市民活動センター 

会員募集 有 

会員数 12 人（2021 年 6 月現在） 

 Email  

HP アドレス  
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琴城流大正琴登別愛好会華の会                                                   

団体 PR/ 

活動内容 

火、水、金曜日月３回づつ活動してます 市内各施設、ボランティア、市民活動交流フェスタ、

発表会等に出演。年６回のぼりん文化講座を行っています 

代表者 岡田陽子 設立日 1988 年 4 月 1 日 

担当者 岡田陽子 ＦＡＸ 0143-85-1830 

連絡先 0143-85-1830 活動時間 10:00-11:30、13:00-14:30 

活動日 火、水 

活動風景 

 

活動場所 市民活動センター、市民会館 

会員募集 有 

会員数 7 人（2021 年 6 月現在） 

 Email  

HP アドレス  

 

 

登別合唱協会                                                   

団体 PR/ 
活動内容 

登別市事業への参加、協力 ・登別市文化協会事業への参加、協力 ・登別市民文化祭 「登別コー

ラスフェスティバル」 

代表者 石垣裕子 設立日 1969 年 4 月 

担当者 上出紀子 ＦＡＸ  

連絡先 0143-86-4710 活動時間 不定期 

活動日 不定期 

活動風景 

 

活動場所 市民会館、鉄南ふれあいセンター他 

会員募集 有 

会員数 26 人（2021 年 6 月現在） 

 Email  

HP アドレス  
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ホワイト会(絵画)                                                   

団体 PR/ 

活動内容 ホワイト会の展示 小品展１回 作品展１回 

代表者 高木三千子 設立日 1983 年 10 月 

担当者 高木三千子 ＦＡＸ 0143-85-5128 

連絡先 0143-85-5128 活動時間 10:00-14:00 

活動日 金 

活動風景 
 

活動場所 カルチャースタジオ’05 

会員募集 無 

会員数 7 人（2021 年 6 月現在） 

 Email  

HP アドレス  

 

 

知里真志保を語る会                                                   

団体 PR/ 
活動内容 

アイヌ文化に少しでも興味のある方、一緒にアイヌ文化やアイヌ文学について学びを深めて

みませんか。お気軽にお問い合わせ下さい 

代表者 米田登美子 設立日 1988 年 5 月 21 日 

担当者 伊藤健太 ＦＡＸ 0143-83-7742 

連絡先 090-2878-8828 活動時間 不定期 

活動日 不定期 

活動風景 

 

活動場所  

会員募集 有 

会員数 43 人（2021 年 6 月現在） 

 Email chirimasiho@gmail.com 

HP アドレス  

36 



登別パ-クゴルフ協会                                                   

団体 PR/ 

活動内容 パークゴルフ競技 

代表者 成田幸久 設立日 1936 年 2 月 18 日 

担当者 高田尋子 ＦＡＸ 0143-85-6404 

連絡先 090-8635-2228 活動時間 8:30- 

活動日 4 月～11 月 

活動風景 
 

活動場所 岡志別の森、サンチャイルド 

会員募集 有 

会員数 110 人 

 Email  

HP アドレス  

 

 

NPO 法人登別自然活動支援組織モモンガくらぶ                                                   

団体 PR/ 
活動内容 

人と人、人と自然、人と社会をつなぐ 

当法人は自然体験活動をコアスキルとしてもち、地域に貢献する事業を展開しています                           

ご興味ある方は是非 HP などのぞいて見て頂ければ嬉しいです 

代表者 松原條一 設立日 2002 年 8 月 29 日 

担当者 吉元美穂 ＦＡＸ 0143-81-5808 

連絡先 0143-85-2569 活動時間 9:00-17:30 

活動日 火-日、祝 

活動風景 

 

活動場所 主に登別市内 

会員募集 有 

会員数 150 人（2021 年 6 月現在） 
 

Email momonga@npo-momonga.org 

HP アドレス https://npo-momonga.org 
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ハンズワ-ク「土塊の会」                                                   

団体 PR/ 

活動内容 

粘土での物造りを通じ、会員同士の親睦を等つに、和気あいあいの中に心身の向上を図ると供

に、「手作り」陶芸を楽しみ、拡く市民との交流をする 

代表者 栗栖千香子 設立日 2010 年 8 月 

担当者 佐藤彰 ＦＡＸ  

連絡先 090-8278-7549 活動時間 10:00-12:00､13:30-15:30 

活動日 火 

活動風景 

 

活動場所 市民会館、市民活動センター他 

会員募集 有 

会員数 14 人（2021 年 6 月現在） 

 Email nennd-akira@ezweb.ne.jp 

HP アドレス  

 

 

 

特定非営利活動法人 ライフサポ-ト                                                   

団体 PR/ 
活動内容 

１．管理団体からの委託を受け各公園清掃、トイレ清掃活動 ２．月２回程度のぼりんを会

場に絵手紙等サークルの開催 ３．伊達農家直送野菜の格安路地販売(７ー１０月）  

４．各イベント開催(ライフサポート祭り、キャンドルフェスティバル、イルミネーション点

灯、震災復興キャンドル点灯） ５．利用会員の困りごと相談 

代表者 川人文男 設立日 2006 年 11 月 10 日 

担当者 川人文男 ＦＡＸ 0143-85-7009 

連絡先 090-2870-8871 活動時間 10:00-14:00 

活動日 不定期 

活動風景 

 

活動場所 各公園、市民活動センター 

会員募集 有 

会員数 15 人（2021 年 6 月現在） 

 
Email fu30.kawa--@nifty.com 

HP アドレス  
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登別市退職校長会                                                   

団体 PR/ 

活動内容 研修講和会、各種ボランティア 

代表者 加藤清之 設立日 2001 年 4 月 1 日 

担当者 吉野幸広 ＦＡＸ  

連絡先 090-1647-9326 活動時間  

活動日  

活動風景 

 

活動場所 市民会館、郷土資料館 

会員募集 無 

会員数 40 人（2021 年 6 月現在） 

 Email  

HP アドレス  

 

 

Ri's craft(リズクラフト）                                                   

団体 PR/ 
活動内容 

古紙や再生紙でできている紙のバンドを使い、身近な道具で、男女 ・年齢問わず、どなたで

も作品を制作することできます 

エコなクラフトバンドを通して、ものづくりの楽しさを広めていきたいです 

代表者 笠原利得 設立日 2021 年 4 月 1 日 

担当者 笠原利得 ＦＡＸ  

連絡先 090-6870-7887 活動時間 10:00-12:00 

活動日 土、日 

活動風景  活動場所 登別、室蘭 

会員募集 有 

会員数  

 Email  

HP アドレス  
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ヨガサ-クルらんの会                                                   

団体 PR/ 

活動内容 

ヨガは大人から子供まで誰でも参加できます 自分の身体に即した動きと心身ともに健康

になるよう学び、生きていること、生かされていることに感謝し、生活に活かすように、呼

吸法・柔軟法・アサナ・瞑想行法・真向法・ストレッチなどを学びます 

代表者 廣瀬淑子 設立日 1990 年 1 月 10 日 

担当者 廣瀬淑子 ＦＡＸ 0143-86-2210 

連絡先 090-6872-2835 活動時間 10:00-11:30 

活動日 金 

活動風景  活動場所 市民会館・市民活動センター 

会員募集 有 

会員数 13 人（2021 年 6 月現在） 

 Email y-hirose@cameo.plala.or.jp 

HP アドレス  

 

 

ゆかいな筆文字塾                                                   

団体 PR/ 
活動内容 

筆ペンで書く決まりはありません 

かわいく自由に想いを筆文字デザインしてお伝えします 

代表者 鹿内道枝 設立日 2005 年 11 月 30 日 

担当者 鹿内道枝 ＦＡＸ  

連絡先 090-2074-3827 活動時間 13:30-15:00 

活動日 木 

活動風景 

 

活動場所 市民活動センター 

会員募集 有 

会員数 20 人（2021 年 6 月現在） 

 Email ezomomongashika@gmal.com 

HP アドレス  
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ダンス＆ボディメイク choi +                                                   

団体 PR/ 

活動内容 

有酸素運動 ・筋肉トレーニングなどのトレーニングを仲間と楽しく行いながら、体力 ・筋力

UP を目指すクラスです 

代表者 中村友紀 設立日 2015 年 1 月 1 日 

担当者 中村友紀 ＦＡＸ  

連絡先  活動時間 10:30-11:30、19:00-20:30 

活動日 金、木 

活動風景 
 

活動場所 市民会館・市民活動センター 

会員募集 有 

会員数 10 人（2021 年 6 月現在） 

 Email  

HP アドレス  

 

 

楽輝己書道場                                                   

団体 PR/ 
活動内容 

筆ペンで心のままに 自分時間を楽しむ幸座をしています 

手軽で誰もが笑顔になれる道場です 

代表者 兼子孝子 設立日 2019 年 4 月 1 日 

担当者 兼子孝子 ＦＡＸ  

連絡先 090-1388-4716 活動時間 13:00-15:00、15：00-17：00 

活動日 第２ 水 

活動風景 

 

活動場所 市民活動センター、他市内各所 

会員募集 有 

会員数  

 Email bokkuri1000@gmail.com 

HP アドレス  
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ハッピ-ラフタ-のぼりべつ                                                   

団体 PR/ 

活動内容 ヨガの呼吸法と笑う体操を組み合わせた健康法 

代表者 兼子孝子 設立日 2017 年 4 月 1 日 

担当者 兼子孝子 ＦＡＸ  

連絡先 090-1388-4716 活動時間 不定期 

活動日 不定期 

活動風景 
 

活動場所 市民活動センター、他市内各所 

会員募集 有 

会員数  

 Email  

HP アドレス  

 

 

登別ノルディックウォ-キング愛好会                                                   

団体 PR/ 
活動内容 

ノルディックウオーキングは通常のウォーキングに比べ、エネルギー消費量が２０％も増え

る反面、足腰への負担が２０％ほど軽減されるので、高齢者にもお勧めのスポーツです町内

会や老人クラブ等にも無料でインストラクターを派遣します 

会の行事予定表は市民活動センターに常備しています 

代表者 鎌田幸雄 設立日 2010 年 6 月 1 日 

担当者 舞良幸子 ＦＡＸ  

連絡先 090-1307-7788 活動時間 10:00-12:00 

活動日 日～土 

活動風景 

 

活動場所 市民会館、鷲別公民館 

会員募集 有 

会員数 50 人（2021 年 6 月現在） 

 Email  

HP アドレス  
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シャンソン愛好会登別                                                   

団体 PR/ 

活動内容 シャンソン、カンツォーネを愛する仲間との交流 イベント、ライブの企画と開催 

代表者 二宮重樹 設立日 2020 年 9 月 15 日 

担当者 二宮重樹 ＦＡＸ 0143-86-8617 

連絡先 090-7211-5334 活動時間  

活動日 不定期 

活動風景 
 

活動場所 登別、室蘭、伊達 

会員募集 有 

会員数 10 人（2021 年 6 月現在） 

 Email a5067108@icloud.com 

HP アドレス  

 

 

PC カサブランカ                                                   

団体 PR/ 
活動内容 文章作成する為のパソコン操作の勉強 

代表者 黒木眞貴子 設立日 2019 年 2 月 5 日 

担当者 黒木眞貴子 ＦＡＸ 0143-86-9937 

連絡先 0143-86-9937 活動時間 13:30-15:30 

活動日 火 

活動風景  活動場所 市民活動センター 

会員募集 有 

会員数 9 人（2021 年 6 月現在） 

 Email  

HP アドレス  
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Sweets Deco Happy by Beads＆Beads                                                   

団体 PR/ 

活動内容 ビーズアクセサリー講習会 スイーツデコワークショップ 

代表者 鈴木麻紀 設立日 2001 年 1 月 

担当者 鈴木麻紀 ＦＡＸ  

連絡先 0143-55-2722 活動時間 不定期 

活動日 不定期 

活動風景 
 

活動場所 イベント会場、個人宅 等 

会員募集 無 

会員数  

 Email makimaki2616@gmail.com 

HP アドレス  

 

 

幌別西サッカ-スポ-ツ少年団                                                   

団体 PR/ 
活動内容 

火、木、金、土、日、週５日活動（サッカー）                                                       

サッカー以外にも登山、川遊びキャンプ等行事 

代表者 藤枝淳史 設立日 1968 年 

担当者 藤枝淳史 ＦＡＸ  

連絡先 090-5229-9070 活動時間  

活動日  

活動風景 
 

活動場所 幌別西小学校グラウンド、体育館 

会員募集  

会員数 23 人（2021 年 6 月現在） 

 Email  

HP アドレス  
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登別市観光ボランティアガイド会                                                   

団体 PR/ 

活動内容 登別で最大の社会貢献の場です。是非皆様の参加をお待ちしています 

代表者 松本極詩 設立日 1992 年 4 月 21 日 

担当者 馬場義幸 ＦＡＸ 0143-85-9055 

連絡先 0143-85-9055 活動時間 10:00-15:00 

活動日 月-日 

活動風景  活動場所 登別温泉 

会員募集 有 

会員数 26 人（2021 年 6 月現在） 

 Email  

HP アドレス  

 

 

NPO 法人 リンパ健康学普及協会                                                   

団体 PR/ 
活動内容 

無料「からだを生かすリンパの知恵」の講演活動「体を知って健康を考える」講座                     

体の使い方にあわせた体の講座企画 

 

代表者 川島雅司 設立日 2007 年 5 月 15 日 

担当者 川島雅司 ＦＡＸ  

連絡先 080-3262-5774 活動時間 9：00-17：00 

活動日 不定期 

活動風景 
 

活動場所 市内は無し 

会員募集 有 

会員数 90 人（2021 年 6 月現在） 

 Email lymph2007@sky.plale.or.jp 

HP アドレス lymph2007.com 
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日向ひょっとこ踊り登別愛好会                                                   

団体 PR/ 

活動内容 

イベント、施設慰問、ひょっとこ、おかめの舞踊、交流フェスタ、市民演芸会、町内会敬

老会、老人施設慰問 

代表者 宮城素子 設立日 2014 年 9 月 1 日 

担当者  ＦＡＸ 0143-85-5079 

連絡先 0143-85-5079 活動時間 13:00-15:30 

活動日 水 

活動風景 
 

活動場所 
市民活動センター、老人福祉セン

ター 

会員募集 有 

会員数 17 人（2021 年 6 月現在） 

 Email  

HP アドレス  

 

 

登別修道館                                                   

団体 PR/ 
活動内容 

剣道を通して礼儀作法が身につき、相手を敬うことを尊重できるようになります                                               

厳しい稽古もありますが、心が鍛えられ、体力もつきます                                                         

ぜひ１度見学に来て下さい 

代表者 薮中敏治 設立日 1983 年 12 月 

担当者 簔口かおり ＦＡＸ  

連絡先 0143-87-2787 活動時間 18:00-20:00 

活動日 月、水、木 

活動風景 

 

活動場所 総合体育館、富岸小学校 

会員募集 有 

会員数 12 人（2021 年 6 月現在） 

 Email  

HP アドレス  

46 



日本野鳥の会室蘭支部                                                   

団体 PR/ 

活動内容 探鳥会等野鳥観察（年１６回予定） 調査活動 自然保護活動 

代表者 星英男 設立日 1980 年 10 月 

担当者 星英男 ＦＡＸ 0143-22-2640 

連絡先 0143-22-2640 活動時間  

活動日  

活動風景  活動場所 胆振管内 

会員募集 有 

会員数 130 人（2021 年 6 月現在） 

 

Email hige@mub.biglobe.ne.jp 

HP アドレス 
http://wb-

muroranshibu.sakura.ne.jp 

 

 

涛晴会                                                   

団体 PR/ 
活動内容 

江差追分（江差町 無形文化財）の歌唱指導、全国大会参加への指導 

講師 石橋涛栄（師匠、２級秀）全国大会一般の部入賞３回 

おなかからの発声練習ですっきりします 

代表者 石橋涛栄 設立日 2002 年 1 月 

担当者 石橋涛栄 ＦＡＸ 0143-83-3599 

連絡先 090-1644-4638 活動時間 火 19:00-21:00  日 14:00-16:00 

活動日 火、日 

活動風景 

 

活動場所 市民活動センター、婦人センター 

会員募集 有 

会員数 9 人（2021 年 6 月現在） 

 Email  

HP アドレス  
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シニアカメラ同好会                                                   

団体 PR/ 

活動内容 

会員以外の方も参加しやすい写真講習会やカメラの使い方講習会など開催                                            

シニア世代の仲間の親睦交流                                                                         

素人の集まりで、ドライブに行ったついでに写真を撮るみたいな気楽なサークル 

代表者 今野好美 設立日 2015 年 9 月 14 日 

担当者 今野好美 ＦＡＸ  

連絡先 090-1300-2193 活動時間 10:00-15:00 

活動日 土 

活動風景 
 

活動場所 室蘭中小企業センター 

会員募集 有 

会員数 20 人（2021 年 6 月現在） 

 Email yoshimiran@ybb.ne.jp 

HP アドレス  

 

 

登別棋道連盟                                                   

団体 PR/ 
活動内容 会員間の対局、各種大会の開催及び日本棋院の大会参加、文化協会所属団体としての活動 

代表者 保沢宏 設立日 1976 年 4 月 1 日 

担当者 熊谷泰伸 ＦＡＸ  

連絡先 0143-87-4588 活動時間 10:00-16:30 

活動日 月、水、金、土、日 

活動風景 

 

活動場所 富士会館 

会員募集 有 

会員数 40 人（2021 年 6 月現在） 

 Email  

HP アドレス  
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室蘭山岳連盟 はまなす山岳会                                                   

団体 PR/ 

活動内容 山岳ガイド、安心安全登山の普及 

代表者 菅野三知博 設立日 1993 年 5 月 5 日 

担当者 寺口一孝 ＦＡＸ 0143-86-5795 

連絡先 090-8907-1199 活動時間 6:00-18:00 

活動日 毎日 

活動風景 

 

活動場所 全道 

会員募集 有 

会員数 15 人（2021 年 6 月現在） 

 Email  

HP アドレス  

 

 

登別野辺歩きの会                                                   

団体 PR/ 
活動内容 登別の風土の魅力を歩いて発見する 

代表者 街道重昭 設立日 2019 年 4 月 

担当者 街道重昭 ＦＡＸ  

連絡先 0143-85-5721 活動時間 不定期 

活動日 不定期 

活動風景 
 

活動場所 市民活動センター、市内各所 

会員募集 有 

会員数  

 Email  

HP アドレス  
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マンドリンアンサンブル・ダ・カ-ポ                                                   

団体 PR/ 

活動内容 

地域の医療 ・介護 ・福祉施設への訪問演奏を第一の活動目的とし、年末のクリスマスコンサ

ートの開催などを通じてマンドリン演奏を皆様に楽しんでいただく事 

代表者 新岡進 設立日 2014 年 3 月 1 日 

担当者 新岡進 ＦＡＸ 0143-43-5038 

連絡先 080-1889-3204 活動時間 13:00-17:00 

活動日 第２・第４ 土 

活動風景 

 

活動場所 若草つどいセンター 

会員募集 有 

会員数 4 人（2021 年 6 月現在） 

 Email  

HP アドレス  

 

 

江戸芸かっぽれ登別道場                                                   

団体 PR/ 
活動内容 

かっぽれ踊りは、もともと大阪の住吉大社に奉納されていた 「住吉踊り」がルーツと言われ

ています その軽やかでいなせな踊りのイメージから、今では 「和製エアロビクス」と呼ば

れ全国の多くの愛好者に親しまれています  

一緒に楽しんで踊りませんか 

代表者 熊野正宏 設立日 2005 年 11 月 9 日 

担当者 櫻川偲有 ＦＡＸ 0143-86-2210 

連絡先 090-6872-2835 活動時間 18:30-21:00 

活動日 木 

活動風景 

 

活動場所 鷲別公民館 

会員募集 有 

会員数 8 人（2021 年 6 月現在） 

 Email y-hirose@cameo.plala.or.jp 

HP アドレス  
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すずかけコ-ラス                                                   

団体 PR/ 

活動内容 

毎月３回ー４回 AM10 時ー12 時までの２時間、講師の指導の基コーラスの練習を行ってま

す 

代表者 白戸昌子 設立日 1990 年 7 月 18 日 

担当者 白戸昌子 ＦＡＸ 0143-85-6001 

連絡先 0143-85-6001 活動時間 10:00-12:00 

活動日 木 

活動風景 
 

活動場所 鉄南ふれあいセンター 

会員募集 無 

会員数 23 人（2021 年 6 月現在） 

 Email  

HP アドレス  

 

 

健康生活ネットワ-クのぼりべつ                                                   

団体 PR/ 
活動内容 

市民の健康を願い、偶数月にのぼりんにて健康増進セミナーを開催、生体エネルギー療

法、花、茶セミナーを実践 

市民健康フェスタにて、生体エネルギー療法を実践し、市民の皆様からご支援頂いている 

代表者 杉尾直樹 設立日 2013 年 12 月 24 日 

担当者 杉山ミツエ ＦＡＸ 0143-87-2912 

連絡先 0143-87-2912 活動時間 10:00-12:00 

活動日 不定期 

活動風景 

 

活動場所 登別市内 

会員募集 無 

会員数 29 人（2021 年 6 月現在） 

 Email  

HP アドレス  
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PC クラブフレンズ                                                   

団体 PR/ 

活動内容 一緒にワードのスキルアップを図りませんか 

代表者 村井美保子 設立日 2015 年 12 月 10 日 

担当者 村井美保子 ＦＡＸ 0143-86-7029 

連絡先 0143-86-7029 活動時間 18:30-20:30 

活動日 水 

活動風景 
 

活動場所 市民活動センター 

会員募集 有 

会員数 6 人（2021 年 6 月現在） 

 Email  

HP アドレス  

 

 

楽伸会                                                   

団体 PR/ 
活動内容 

会員の書道技術の向上、相互の親睦、生涯学習として、健康長寿に寄与すると共に地域文化

の振興発展に貢献 ①第２、第４火曜日勉強会を開催 ②年２回書作展を開催 

代表者 千葉秀子 設立日 2014 年 6 月 1 日 

担当者 千葉秀子 ＦＡＸ  

連絡先 090-8632-3105 活動時間 10:00-12:00 

活動日 第２、第４ 火 

活動風景 

 

活動場所 市民活動センター 

会員募集 有 

会員数 10 人（2021 年 6 月現在） 

 Email  

HP アドレス  
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登別市障害者福祉関係団体連絡協議会                                                   

団体 PR/ 

活動内容 

「だれもが暮しやすい福祉のまち登別」の実現に向けて活動しています 

当会は、市内の障がい者本人の会や障がい児とその家族の会、５団体で構成されています障

がいがあっても、いきいきと、安心して、楽しく、お互い思いやりをもてるように 

代表者 高橋良夫 設立日 1990 年 7 月 2 日 

担当者 吉野良子 ＦＡＸ 0143-83-0083 

連絡先 0143-83-0083 活動時間  

活動日 不定期 

活動風景 

 

活動場所 登別市内 

会員募集 有 

会員数 180 人/5 団体（2021 年 6 月現在） 

 Email ryouko426@view.ocn.ne.jp 

HP アドレス  

 

 

登別手話サ-クルしゅわっち                                                   

団体 PR/ 
活動内容 

手話を学び、聴覚障がい者とコミュニケーションをとることができるようになるのを目指し

て、登別聴覚障がい者協会から講師を招き、楽しく学習しています 

代表者 打矢美和 設立日 2018 年 4 月 10 日 

担当者 打矢美和 ＦＡＸ 0143-86-0150 

連絡先 090-5077-1399 活動時間 10:00-12:00 

活動日 火 

活動風景 

 

活動場所 
市民活動センター、総合福祉セン

ター 

会員募集 有 

会員数 13 人（2021 年 6 月現在） 

 Email miwa.uchiya.0906@docomo.ne.jp 

HP アドレス  
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登別整膚ボランティア会                                                   

団体 PR/ 

活動内容 

４月ー１２月第３土曜日 10 時―12 時、市民活動センターにて整膚ボランティア施術会を開

催致します 

代表者 櫻井富子 設立日 2011 年 1 月 18 日 

担当者 櫻井富子 ＦＡＸ 0143-86-9145 

連絡先 0143-86-9154 活動時間 10:00-12:00 

活動日 第３ 土 

活動風景 

 

活動場所 市民活動センター 

会員募集 無 

会員数  

 Email  

HP アドレス  

 

 

胆振総支部家族会                                                   

団体 PR/ 
活動内容 

「いのちとくらしをまもる」をテーマに学習、道職員の家族で活動している会です 

のぼりんでは、防災風呂敷講座を地域の皆さんと行いました 

代表者 打矢美和 設立日 2021 年 7 月 30 日 

担当者 打矢美和 ＦＡＸ 0143-86-0150 

連絡先 090-5077-1399 活動時間 10:00-15:00 

活動日 不定期 

活動風景 

 

活動場所 
市民活動センター、鷲別公民館、

他 

会員募集 有 

会員数 10 人（2021 年 6 月現在） 

 Email miwa.uchiya.0906@docomo.ne.jp 

HP アドレス  
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登別きものを楽しむ結の会                                                   

団体 PR/ 

活動内容 

帯アート「結展」の開催。体験講習会  

細帯等の着付け講習会  

会員相互の勉強会 

代表者 本多千香子 設立日 2020 年 1 月 1 日 

担当者 本多千香子 ＦＡＸ 0143-85-2857 

連絡先 0143-85-2857 活動時間  

活動日 不定期 

活動風景 

 

活動場所 登別、室蘭 

会員募集 無 

会員数 10 人（2021 年 6 月現在） 

 Email crownrose38@gmail.com 

HP アドレス  

 

 

特定非営利活動法人キウシト湿原・登別                                                   

団体 PR/ 
活動内容 

環境省の 「日本の重要湿地５００」に選定され、貴重な生物が生息するキウシト湿原の保全 ・

再生活動を行っています 

また、花の観察会、ホタル観賞会、小学校総合学習のサポートなども行っています 

代表者 三澤由比子 設立日 2013 年 7 月 22 日 

担当者  ＦＡＸ 0143-84-8471 

連絡先 0143-84-8470 活動時間 9:00-17:30 

活動日 火-日 

活動風景 

 

活動場所 キウシト湿原 

会員募集 有 

会員数 33 人（2021 年 6 月現在） 
 

Email kiusito.shitsugen@guitar.ocn.ne.jp 

HP アドレス  
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琴城流大正琴登別愛好鈴の音会                                                   

団体 PR/ 

活動内容 

火、水、木曜日月３回づつ活動してます 市内各施設、ボランティア、市民活動交フェスタ

発表会等に出演 

年 6 回のぼりん文化講座を行っています 

代表者 岡田陽子 設立日 1988 年 4 月 1 日 

担当者 岡田陽子 ＦＡＸ 0143-85-1830 

連絡先 0143-85-1830 活動時間 10:00-11:30  13:00-14:30 

活動日 火、水 

活動風景 

 

活動場所 市民活動センター、市民会館他 

会員募集 有 

会員数 7 人（2021 年 6 月現在） 

 Email  

HP アドレス  

 
 
 
 
 

おはなしりぼん                                                   

団体 PR/ 
活動内容 

鷲別小学校にて、中休みの時間帯に読み聞かせ。 (依頼を受けて）保育所、児童デイでの読

み聞かせ 

「ふれあいうフェスティバル」への参加。おはなし会の開催 

代表者 松平孝子 設立日 2005 年 7 月 1 日 

担当者 河上邦子 ＦＡＸ 0143-83-4526 

連絡先 090-3468-9250 活動時間 10:00-11:00 

活動日 第１・３ 木 

活動風景 
 

活動場所 鷲別小学校 

会員募集 無 

会員数 6 人（2021 年 6 月現在） 

 Email  

HP アドレス  

 

56 



 

  あ行                                                                                                                   

◆胆振総支部家族 ······························· 54             

◆絵手紙サークル絵綺 ·························· 18               

◆江戸芸かっぽれ登別道場 ···················· 50  

◆NPO法人色彩生涯教育協会 ··············· 23         

◆NPO法人登別自然活動 

       支援組織モモンガくらぶ ············ 37  

◆NPO法人リンパ健康学普及協会 ··········· 45  

◆おはなしりぼん ································· 56  

◆大人の発達障がいの会 ······················· 29  

◆おもちゃの病院「中島」 ························ 27  

か行                                                              

◆絵画サークル杜 ································ 29       

◆琴城流大正琴登別愛好会華の会 ··········· 35  

◆琴城流大正琴登別愛好鈴の音会 ··········· 56  

◆クラフト和華登別教室 ························· 15      

◆健康運動サークルチャックル登別 ··········· 26      

◆健康生活ネットワークのぼりべつ ············ 51  

◆国際ソロプチミスト登別 ······················· 22  

さ行                                                                  

◆シニアカメラ同好会 ··························· 48  

◆シャンソン愛好会登別 ························· 43  

◆伸芽会 ·········································· 34        

◆水彩画サークル野の花 ······················· １３  

◆水彩画サークルフレンド ······················ ２５  

◆すずかけコーラス ······························ ５１  

◆全国大学政策フォーラム実行委員会 ········ 17 

 

さ行 

◆Sweets Deco Happy by  

Beads＆Beads ············ 44 

た行                                                                 

◆大正琴のぼりん教室 ·························· 20      

◆楽しい源氏物語 ······························· 31     

◆ダンス＆ボディメイク choi+ ················· 41         

◆知里真志保を語る会 ·························· 36          

◆手のひらで遊ぶ・豆盆栽クラブ ··············· １１ 

◆涛晴会 ·········································· 47 

◆特定非営利活動法人おにスポ ··············· 20 

◆特定非営利活動法人キウシト湿原・登別 ··· 55 

◆特定非営利活動法人シニアネットいぶり ··· 32  

◆特定非営利活動法人ライフサポート ········· 38 

な行                                                             

◆日本野鳥の会室蘭支部 ······················ 47           

◆登別市音楽協会 ······························· 16           

◆登別合唱協会 ································· 35            

◆登別華道連盟 ································· 21            

◆登別市観光ボランティアガイド会 ············ 45           

◆登別棋道連盟 ································· 48                                                                  

◆登別きものを楽しむ結の会 ··················· 55 

◆登別魚拓同好会 ······························· 32 

◆登別吟道連盟 ································· 12 

◆登別更生保護女性会 ························· 18 

◆登別骨髄バンク推進会 ······················· 33 

◆登別子ども劇場 ······························· 34 

◆登別山岳会 ···································· 14 

 

◇市民活動団体一覧◇ 

57 



 

 

  

な行 

◆登別肢体不自由児者父母の会 ·············· 33 

◆登別修道館 ···································· 46 

◆登別手話サークルしゅわっち ················· 53 

◆登別手話の会 ·································· 26 

◆登別市障害者福祉関係団体連絡協議会 ··· 53 

◆登別人物デッサンサークル ··················· 27 

◆登別市スポーツ少年団本部 ·················· 17 

◆登別整膚ボランティア会 ······················ 54 

◆登別市退職校長会 ···························· 39 

◆登別市手をつなぐ育成会 ····················· １９ 

◆登別野辺歩きの会 ····························· ４９ 

◆登別ノルディックウォーキング愛好会 ········ ４２ 

◆登別俳句協会 ·································· ２１ 

◆登別パークゴルフ協会 ························ 37 

◆登別バレエ協会 ································ 14 

◆登別美術協会 ·································· 28 

◆登別市文化協会写真部ヨンハンクラブ ······ 13 

◆登別市ボランティアセンター ·················· 30 

◆のぼりべつまちライブラリー ··················· １１ 

◆登別民謡連合会 ······························· 30 

◆登別レクリエーション協会 ···················· 16 

は行                                                              

◆PCカサブランカ ······························· 43 

◆PC クラブフレンズ ····························· 52 

◆PC クラブよつば ······························· 22                                                           

◆PC クラブりぼん ······························· 15 

◆PCななかまど ································· 25 

◆ハッピーラフターのぼりべつ ·················· 42 

 

は行 

◆ハンズワーク「土塊の会」 ····················· 38        

◆日向ひょっとこ踊り登別愛好会 ·············· 46 

◆北海道オリエンテーリング協会登別 OLC · 12 

◆幌別西サッカースポーツ少年団 ············· 44 

◆ホワイト会(絵画)  ···························· 36 

ま行                            

◆マンドリンアンサンブル・ダ・カーポ ·········· 50 

◆室蘭山岳連盟 はまなす山岳会 ············· 49 

◆室蘭友の会登別最寄 ························· 23 

◆室蘭登別たたらの会 ·························· 24 

◆メロウネット ···································· 31 

や行 

◆ゆかいな筆文字塾 ···························· 40 

◆ゆったり太極拳 ································ 19 

◆ヨガサークルらんの会 ························ 40 

ら行                 

◆楽輝己書道場 ································· 41 

◆楽伸会·········································· 52 

◆Ri's craft(リズクラフト） ···················· 39 

◆鈴の会 ·········································· 24 

わ行  

◆わかばサークル································ 28 
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住    所 〒０５９－００２４ 

         登別市緑町 1丁目 1番地 43 

TEL/ FAX  0143-83-6866 

メ ー ル  support@noborin.org 

開館時間  月ー金 9:00-22:00 

        土ー日 9:00-18:00 

休 館 日  祝日・年末年始（12/29～1/3） 

登別市市民活動センター 

https://noborin.org 

 

指定管理者 NPO 法人登別自然活動支援組織モモンガくらぶ 

2021年 8 月発行 

 


