
NO 分野 グループ名 活動内容 構成 メンバー 主な 活動場所 活動日 会員募集

1 福祉 手話ミュージック・リュシオール
障害者と共に手話ダンスを通して交流、施設訪問、イベ
ント参加

主婦・身障者 町内・外 随時 ○

2 教育 辰野高校JRCクラブ 
ｶﾚﾝﾀﾞｰ製作配布・バルーン・手話・エコキャップ運動・
svccながの協力・各種行事参加

高校生･顧問 学校内・ 町内 毎週月曜日夕方 ×

5 福祉 辰野手話サークル 手話啓発、聴覚障害者との交流と社会参加への支援 学生･壮年･青年･主婦 ＶＣ
第2・4土13時30
分～15時30分 ○

6 福祉 朗読グループ「ひびき」
視覚障害者･高齢者への朗読ｻｰﾋﾞｽ（ﾃｰﾌﾟ、対面）視覚障
害者との交流。音手紙。辰野中学読み聞かせ。

主婦
ＶＣ・辰野
中・　介護予

防教室

第1金9：30～
11：30 ○

7 環境 辰野ほたる童謡 公園愛好会
2～3名を１組として一週間交代で毎日公園内のゴミ拾い
等の掃除奉仕。

児童･生徒･青年 壮年･主婦･老人 ほたる童謡公園 各班1週間毎 ○

9 文化 声の会「木魂」
町内学校での読み聞かせ○介護施設での朗読・お話会
○朗読発表会（図書館で2.8.11月）

壮年･主婦
辰野図書館
町民会館

第2水19時より ○

15 教育 ｶﾞｰﾙｽｶｳﾄ長野県第２７団
スカウト支援を通じて自分や他の人や世界平和の為に自
ら考え行動できる人を育てる

児童生徒学生 壮年・主婦 ＶＣ 土・日随時 ○

18 国際 辰野国際交流協会
ニュージランドへの中学生派遣及び受け入れ・城前桜ま
つりを通じ外国の方々と日本人との交流他

国際交流に関心のある町民 ＶＣ・町民会館 随時 ○

23 教育 ボーイスカウト辰野 第１団 青少年の健全育成・奉仕活動、地域貢献活動 児童生徒学生 壮年・主婦・老人 内容に応じて野外活動 随時 ○

26 環境 上平出童謡公園清掃部 ホタル童謡公園のトイレ清掃 童謡公園 毎日8時～9時 △

32 福祉 辰野ﾗｲｵﾝｽﾞｸﾗﾌﾞ
社会福祉、環境保全、青少年育成推進活動、献血、献
眼、骨髄　奉仕活動

壮年 クラブ事務所 第1,3水･毎週随時19時 ～20時 ○

35 文化 大正琴の会中村教室 大正琴演奏。福祉施設での訪問、ｲﾍﾞﾝﾄへの参加 主婦 町会館 月2回 ○

39 文化 辰野町芸能協会 定期公演、ｲﾍﾞﾝﾄ参加、文化活動への参加、施設訪問 児童～老人 町内 随時 ○

41 福祉 辰野町 民生児童委員協議会
町内外の福祉施設への訪問、環境訪問、個人でボラン
ティア活動

民生児童委員 主任児童委員 町内 随時 ×

50 環境 辰野町消費者の会
温暖化防止やリサイクルの推進の啓発、廃油回収、廃油
石鹸づくり、マイバッグ運動他

主婦 役場周辺 月1回随時 ○

52
市民
活動

NPO法人辰野自立生活支援の会「あかり」
ふれあい事業・介護予防につながる生きがいづくり・推
進事業・子育て支援事業など。

利用者 支援者 辰野町周辺 毎日　　　　7時～21時 ○

57 総合 辰野ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ・市民活動ネットワーク運営委員会 Vセンター運営・事業推進 V・地域活動有識者 ＶＣ 毎月火13時他随時 ×

59 福祉 ふれあい型配食サービス ほのぼのランチ 配食サービス 主婦・壮年・高齢者 町内 毎週木8時半～12時 ○

63
健全
育成

辰野町更生保護女性の会
防犯予防活動・子育て支援活動　・愛の鈴作り　･ちびっ
子アイランドのボランティア

女性保護士 民生委員 町内 随時 ×

65 福祉 もみじの会 視覚障害者とボランティアとの交流 ひびき・木魂・点字v他 屋外 年1回 ×

68 文化 腹話術友の会たつの
腹話術・楽器演奏・玉すだれ他によるケア活動　施設訪
問

主婦 会社員･他 町内外・VC 随時 ○

72 文化 てすさびの会 体に障がいのある方も互いに協力し助け合いながら同じテーブルで粘土による
創作を行い、学んだことを施設せ指導にもあたります。

壮年･主婦･老人 ＶＣ 月2回 ○

80 企業 八十二銀行辰野支店
社会貢献（行政主体の環境ボラに参加。地区祭りの運営
協力。支店周辺清掃。

行員 町内･店内 随時 ×

88 文化 絵てがみ草の根
絵手紙、温もりのあるコミュニケーションを行う、施設
訪問

青年･壮年･主婦･老人･他 ＶＣ 第1水13:30～15:30 ○

95 環境 収集ボランティアの会 環境美化・アルミ類（大型を含む）の収集 青年･壮年 主婦･老人 ＶＣ 常時 ○

104 福祉 NPO法人COCO 障がい児の自立支援、余暇支援 障害児家族･地域の人 coco事業所 常時 ○

107
市民
活動

ゆるやかNETたつの 行政への提言、施策の効果の検証、住民自治の推進 青年・壮年・婦人 VC他 その他 ○

令和３年度辰野ボランティア・市民活動ネットワーク登録台帳　内容公開用
（令和3年9月22日　現在）



NO 分野 グループ名 活動内容 構成 メンバー 主な 活動場所 活動日 会員募集

108 教育 辰野 RISE SONIX ミニバスケットを通じて子どもの健全な心と体を養う 児童･主婦･壮年 辰野中学校　第1体育館 毎水土 ○

110
市民
活動

生活ｸﾗﾌﾞ辰野支部
無添加食品やせっけん等の共同購入を通して、Co2削減、
リユース推進等の社会運動。

壮年・主婦 VC他 随時 ○

115 文化 豊南短大　津軽三味線部
古典芸能を通してＶ活動。学園祭、施設訪問　　短大･医
務室（41-4411内線内） 090-9664-1416

学生・先生 校内クラブ室 ○

118 総合 リボン
ＶＣをより使いやすくするための活動。新聞スクラッ
プ、情報誌整理、草むしり、掲示板点検

主婦・壮年・高齢者 ＶＣ 随時 ○

128 文化 ほたるの里ハーモニカ ハーモニカ演奏でイベント、サロン、施設訪問 壮年・主婦・老年 下辰野　　　公民館 第1・３水 ○

138 文化 あさがお
指先の運動、頭のリハビリを兼ねて編み物をする。仲間
作り。

主婦 VC 毎月第2・4水 ○

146 文化 ウクレレ　レフア ウクレレを弾いて楽しく過ごす。介護施設の訪問。 青年･壮年 VC他 ○

148
市民
活動

町おこしの会 地元の農業推進と農作物の販売 町内 随時 ○

150 健康 上伊那医療生協辰野支部 湯にいくセンター、いきいきふれあいフェスティバル等で無料で健康チェック
と健康相談実施。 町内 ○

152
市民
活動

めがね橋保存会 明治20年代に建設されたレンガ造りの「めがね橋」の環境整備をして末永く保
存して、後世に残すため、草木の手入れ、遊歩道の整備を行う。

羽場来の沢川 （めがね橋） 年３～４回 ○

154 環境 ガーデンクラブ 図書館の花壇づくりと整備。活動を通しての交流 図書館花壇 随時 ○

155 文化 絵てがみ「もみじの会」 楽しみながら絵手紙を書く。仲間作り。 ＶＣ 第三水曜日 ○

156
健全
育成 辰野ニュースネークス 野球を通しての青少年健全育成 小学生･親 丸山球場 毎水・土・日 （冬期はのぞく） ○

160 福祉 傾聴ボランティア辰野 町内施設での傾聴活動 壮年 町内 随時 ○

161 総合 たつの産・いきいき娯楽部
地域活動への取り組み（ソバ打ち・傾聴・弁
当配達・など）弁当調理・配達、花木管理

壮年 ＶＣ 随時 ○

162
地域
交流 城南ユニオン 高齢者の認知症予防のためのイベント交流を月1回企画し実施。お楽しみ会。

地域の子どもとの交流会。 壮年
城南公
民館

毎月第3水10：00
～13：00 ○

163
地域
交流 百笑会

地域・介護予防のための交流会。健康講話、
茶話会、誕生会、体験談などを実施

壮年
北大出・
三ツ谷公

民館
毎月第3水曜日 ○

166
地域
交流

特別非営利活動法人
信州田舎暮らし研究会

里山整備ボランティア裾まくり隊、間伐材利用 町内 水・土9：00～15：00 ○

169 環境 辰野いきものネットワーク
生物多様性保全の為のデータ収集･調査･
住民や子どもへの啓発活動･野外活動支援

荒神山公園 随時 ○

174
地域
交流 ボラセンショップ夢の会

自家製野菜・手作り品の販売・喫茶を通
して仲間作り

ＶＣ 随時・毎木 ○

175 福祉 さくらんぼの会
発達障害児の保護者の交流会・勉強会を行い、周り
の理解を広めるため

発達障害児保護者 VC・コミュ 月1回 ○

176 文化 スズラン
ボラセンショップ用の小物作りを通して
仲間作り

VC 随時 ○

177
地域
交流

辰野病院を支援する会「きずな」
町立辰野病院内外の美化環境づくり、通
院者・来院者の案内、病院内写真等の展

辰野病院 随時 ○

181
市民
活動 33辰野会

シニア同期修了生による文化活動、環境
整備活動

シニア終了生 福祉施設 随時 ×

183 福祉 ひまわり
支えを必要とする子ども及び人達と支え
る人たちとの交流、勉強会、講演会

小野介護予防センター 第1火13：30 ○

186 文化 Ｓ・アトリエＫＯＵＲＡＩ
クラフトテープを使った小物作りによる
仲間づくり

町内 随時 △

187
地域
交流

スクラップブッキング講座
スクラップブッキング講座を通し交流・
作品発表・若い母親間の情報交換

VC 町内 不定期 〇

188
市民
活動 赤羽地域社会福祉協議会

区民の連携と協働によって区の生活環境
の整備、地域福祉の増進・向上を図る

区内 随時 〇



NO 分野 グループ名 活動内容 構成 メンバー 主な 活動場所 活動日 会員募集

189 環境 城前のサクラ見守り隊
城前の桜の長寿化に向けた活動を通して
の交流

町道１号線 随時 〇

194 文化 楓会
民謡(スコップ三味線、踊り)を通してグ
ループの親睦を図り施設訪問を行う

ボラセン 随時 ×

196
市民
活動 沖縄と辰野をむすぶ会 沖縄を学ぶ。映画の上映等 特に無し 不定期 〇

197 文化 スコップで穴ホラーズ。 スコップ三味線を広め慰問に行く ボラセン 随時 〇

198 文化 辰野民謡同好会 民謡・唄・津軽三味線・尺八等 南箕輪 毎木19時 ×

199 文化 辰野二胡にこクラブ 二胡を通しての生きがい作りと施設訪問 ボラセン 第2・4月 ○

200
地域
交流

３Ｂ体操けやき
ボケ防止・健康の為の体操、脳トレ、手
遊び

けやきの里 第1・3水 ○

201
健全
育成 辰野クラブ

バレーボールを通してチームワークを育て、
技術の向上及び健全な心身の育成を図る

町内体育館 毎火・金・土・日 ○

202 文化 ～shamisen～津軽 三味線を通じてのボランティア活動 町内 適宜 ○

203
市民
活動 いいまちたつの知らせ隊

辰野町の観光事業、賑わい事業を主に写
真で支援する

町内 毎日 ×

204
市民
活動 夢応援団体「のの会」

辰野町の活性化を、目指しての“まちづ
くり”事業の実施

町内他 不定期 〇

205
市民
活動 辰野で映画を観る会

年数回、映画・演劇などを企画し、文化
芸術の普及を企る

町内 随時 〇

206 環境 辰野町有機農業研究会 有機農業の理解・普及 農業者の舗場 〇

207 国際 地球人ネットワークinたつの
外国人在住者と地域住民との交流・日本
語教室

町内 毎月第二水曜日19～21 〇

208
健全
育成 COSMOCS Brilliant

チアダンスを通して応援する気持ちや思
いやりの気持ちを育てる

体育館 毎週　水 〇

209 環境 みなちゃん広場同好会
桜・花桃等の寿木の剪定・草刈り花壇の整備
等

みなちゃん広場 毎月第3日曜日 〇

210 文化 もなり座 茶の間歌カフェ・介護予防教室ボランティア 町内 随時 ×

211
健全
育成

ハウオリ・フラ・プラ・ケニケニ
フラダンス（古典・現代・歌謡フラ等）
でイベントや施設への訪問

町民会館 毎週水・木・金 〇

212 文化 コーラス　みずも
コーラスを通じての仲間作り　コーラス
の練習及び地域交流

町内 毎週金曜日 〇

213 文化 ほっこりコンサート
子育て広場・病院等へ訪問し音楽を愉し
んでもらう

町内外・VC 随時 ×

214 文化 たつの王将会 将棋普及活動と相互親睦 町内 毎週土日 〇

215
地域
交流

読み聞かせボランティア　すみれ会
オレンジカフェ病院等での読み聞かせ頭
の体操で声を出し脳の活性化を行う

町内 随時 ×

216 環境 辰野荒神山「山野草」友の会
山野草を楽しむと共に荒神山で山野草等
の手入れ

荒神山等 随時 ○

217 文化 岳風　詩吟クラブ 詩吟を通しての仲間作り 上伊那 毎週金曜日 ○

218 環境 学校給食の食材を提供する会 地産地消の拡大、食育の充実を図る 町内 ○

219
健全
育成

辰野女子ミニバスケットクラブ ミニバスケットを通じて子どもの健全な心と体を養う 辰野中学校 水・土18：30～21 ○

220 教育 木の子クラブ
子どもの居場所作り、地域ボランティアによる企画と見
守りでこ

下横川営農セ
ンター・川島
小学校

月２回 〇

221 文化 コーラス　コスモス
コーラスを通じての仲間作り　コーラスの練習、介護予
防ボランティア 町内 随時 〇



NO 分野 グループ名 活動内容 構成 メンバー 主な 活動場所 活動日 会員募集

222
市民
活動

桜梅会
日本の中心辰野町と台湾の地理中心地の埔里と交流。友
好親善を深め町民の生活・文化の

辰野町・台湾「埔里」 月一回 〇

223 文化 レオナニたつの
フラだを通じて相互の交流。フラの練習、介護予防ボラ
ンティア。 町内 随時 ×

※　NOは登録番号のため、欠番があります


