
 

通番 分類 細分類 団体名 主な活動施設 活動日 活動時間 活動内容
1 11 生け花・園芸 01 生け花 大町華道会 大町公民館分室 3月・9月・10月 10:00～12:00、13：00～17：00 生け花
2 11 生け花・園芸 01 生け花 青山会 平公民館・女性未来館ピュア 土曜日（月1回） 13:00～15:00 生け花
3 11 生け花・園芸 02 フラワーアレンジメント フラワーサークルスプリンググリーン サン・アルプス大町 火曜日 10:00～17:00 アレンジブーケの作成
4 11 生け花・園芸 02 フラワーアレンジメント フラワーサークルスノードロップ サン・アルプス大町 木曜日   9:00～21:00 フラワーアレンジメント
5 11 生け花・園芸 02 フラワーアレンジメント フラワーサークル花祭り サン・アルプス大町 第2・4金曜日 13:00～21:30 季節に応じた花材による実技講習・研究
6 11 生け花・園芸 03 園芸 サークル園遊 平公民館・女性未来館ピュア 火曜日（月1回） 13:00～16:00 寄せ植え
7 11 生け花・園芸 04 山野草 山野草同好会 平公民館・女性未来館ピュア 不定期 不定期 山野草の育成及び管理
8 11 生け花・園芸 04 山野草 北アルプス山麓わさび生産者組合大町支部 平公民館・女性未来館ピュア 不定期 不定期 わさびの育成及び管理（振興事業）
9 12 演劇・舞踏・ダンス 01 ソシアルダンス ダンスの会 大町公民館分室 第2・4日曜日 18:00～21:30 社交ダンス

10 12 演劇・舞踏・ダンス 01 ソシアルダンス むつみ会 大町公民館分室 金曜日 13:00～15:00 社交ダンス
11 12 演劇・舞踏・ダンス 01 ソシアルダンス すみれダンスサークル 大町公民館分室 火曜日 13:30～16:00 社交ダンス
12 12 演劇・舞踏・ダンス 01 ソシアルダンス ライズ 大町公民館分室 木曜日 19:30～21:30 社交ダンス
13 12 演劇・舞踏・ダンス 01 ソシアルダンス つくし同好会 平公民館・女性未来館ピュア 月曜日 18:00～21:30 社交ダンス
14 12 演劇・舞踏・ダンス 01 ソシアルダンス あすなろクラブ 平公民館・女性未来館ピュア 木曜日 19:00～21:30 社交ダンス
15 12 演劇・舞踏・ダンス 02 舞踏 内田流翠美会 常盤公民館 土曜日　 13:30～16:30 日本舞踊
16 12 演劇・舞踏・ダンス 02 舞踏 ときわ五月会 常盤公民館 金曜日　 13:00～15:00 民謡
17 12 演劇・舞踏・ダンス 03 モダンバレエ キッズ・エンジェル 文化会館（ホール以外） 水曜日 16:30～20:00 モダンバレエ
18 12 演劇・舞踏・ダンス 04 演劇 ツヴァイ・ドリュー 常盤公民館 不定期 不定期 演劇
19 12 演劇・舞踏・ダンス 05 その他のダンス アロハマハナ 平公民館・女性未来館ピュア 木曜日 13:00～16:00 フラダンス
20 12 演劇・舞踏・ダンス 05 その他のダンス リリア・オカ・アイナ 平公民館・女性未来館ピュア 月曜日（月2回） 10:00～12:00 フラダンス
21 12 演劇・舞踏・ダンス 05 その他のダンス パカラナ 平公民館・女性未来館ピュア 不定期 不定期 フラダンス
22 12 演劇・舞踏・ダンス 05 その他のダンス ときわ健康ダンスクラブ 常盤公民館 第2・4月曜日　 13:15～15:30 フォークダンス
23 12 演劇・舞踏・ダンス 05 その他のダンス ＴＨＥ　ＳＨＩＮＩＮＧ　ジュニア 文化会館（ホール以外） 日曜日 14:00～21:30 ジャズダンス
24 12 演劇・舞踏・ダンス 05 その他のダンス Ｐｒｏｏｆ　Ｊｒ 文化会館（ホール以外） 火曜日 19:00～21:30 ヒップホップダンス
25 12 演劇・舞踏・ダンス 05 その他のダンス ＴＨＥ　ＳＨＩＮＩＮＧ　キッズ 文化会館（ホール以外） 土曜日 14:00～21:30 ジャズダンス
26 12 演劇・舞踏・ダンス 05 その他のダンス ＴＨＥ　ＳＨＩＮＩＮＧ 文化会館（ホール以外） 金曜日 19:00～21:30 ジャズダンス
27 12 演劇・舞踏・ダンス 05 その他のダンス ＲＵＭＥＨＡＮＡ 文化会館（ホール以外） 第2・4火曜日 10:00～12:00 フラダンス
28 12 演劇・舞踏・ダンス 05 その他のダンス GREEN DANCE CLUB 文化会館（ホール以外） 水曜日 19:00～21:30 ストリートダンス
29 12 演劇・舞踏・ダンス 05 その他のダンス D.fun 文化会館（ホール以外） 水曜日 20:00～21:30 ヒップホップダンス

※印のついている団体につきましてはご紹介できない場合があります。ご了承ください。

【分類項目】
（分 類） （細 分 類）

１１ 生け花・園芸…………………………１ 生け花 ２ フラワーアレンジメント ３ 園芸 ４ 山野草

１２ 演劇・舞踏・ダンス…………………１ ソシアルダンス ２ 舞踏 ３ モダンバレエ ４ 演劇

５ その他のダンス ６ クラシックバレエ

１３ スポーツ・健康づくり等……………１ 健康体操・ヨガ ２ 健康づくり・維持 3 武道

４ 球技（団体） ５ 球技（個人） ６ その他スポーツ

１４ 音楽……………………………………１ 吹奏楽 ２ バンド 3 カラオケ ４ コーラス

５ アンサンブル ６ 民謡 ７ 音楽療法 ８ 打楽器

９ 管楽器 １０ 弦楽器 １１ その他の楽器

１５ 詩吟・短歌・俳句・文学・歴史……１ 詩吟 ２ 短歌 ３ 俳句 ４ 作文 ５ 読書 ６ 歴史 ７ 文学

１６ 絵画・彫刻・写真・ちぎり絵………１ 絵画 ２ 版画 ３ ちぎり絵 ４ 押し絵 ５ 水墨画

６ 絵手紙 ７ 彫刻 ８ 陶芸 ９ 写真 １０ 折り紙

１７ 書道・茶道・囲碁・将棋……………１ 書道 ２ 茶道 ３ 囲碁 ４ 将棋

１８ 裁縫・洋裁・料理・手芸・細工……１ 裁縫 ２ パッチワーク ３ 手芸 ４ 細工 ５ 押し花

６ 粘土 ７ 料理 ８ 着付け 9 アロマ 10 染物

１９ 教育・文化……………………………１ 語学 ２ 文化 ３ 親子サークル ４ 青少年育成

５ パソコン ６ アマチュア無線 ７ その他の教育文化活動

２０ 福祉・ボランティア・地域づくり…１ 福祉 ２ 心理 ３ ボランティア活動 ４ 環境・自然

５ 地域づくり

２１ その他…………………………………１ 行政関係団体 ２ 各種市民団体 ３ その他

いきいき学習 エンジョイライフ大町 令和元年9月現在

サークル・グループ紹介
大町市内の社会教育施設では、さまざまなサークルやグループなどの団体が活発に活動をしています。

「これから何か活動したい、こんな活動をしてみたい、一緒に活動したい」など、情報や仲間をお探しの方

に向けて、ここでは、各団体からご提供いただいた情報をもとに、各団体の活動分野や内容、活動場所などの

情報を掲載しています。これらは、みなさんの生涯学習活動を支援するための情報です。ご覧いただいて

興味のある活動や参加希望などありましたら、下記までお気軽にお問合せください。

●お問い合わせ先 大町市教育委員会

生涯学習課 生涯学習・青少年係 電話（０２６１）２２－０４２０ 内線６２２

有線２３－７００１
または各施設まで

大町公民館、文化会館、サン・アルプス大町、フレンド・プラザ大町

電話・有線（０２６１）２２－９９８８

平公民館・女性未来館ピュア 電話・有線（０２６１）２２－０６９４

社 公 民 館 電話・有線（０２６１）２２－０３７８

常 盤 公 民 館 電話・有線（０２６１）２２－０３２１

八坂公民館（ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ･ｱｷﾂ併設） 電話・有線（０２６１）２６－２３８０

美麻公民館（美麻支所内） 電話・有線（０２６１）２９－２３１１

大町公民館分室 電話・有線（０２６１）２２－０３５２



通番 分類 細分類 団体名 主な活動施設 活動日 活動時間 活動内容
30 12 演劇・舞踏・ダンス 05 その他のダンス スマイルジャズダンスクラブ 文化会館（ホール以外） 火曜日 16:00～21:00 ジャズダンス
31 12 演劇・舞踏・ダンス 06 クラシックバレエ ソーニャ 大町公民館 土曜日 13:00～17:00 クラシックバレエ
32 12 演劇・舞踏・ダンス 06 クラシックバレエ 大町バレエ２ 平公民館・女性未来館ピュア 金曜日 15:30～21:00 バレエ
33 12 演劇・舞踏・ダンス 06 クラシックバレエ 大町バレエ 文化会館（ホール以外） 木曜日 15:00～21:30 クラシックバレエ
34 12 演劇・舞踏・ダンス 06 クラシックバレエ クラシックバレエ　アーニャ 文化会館（ホール以外） 金曜日 16:30～21:30 クラシックバレエ
35 12 演劇・舞踏・ダンス 06 クラシックバレエ クラシックバレエ　バーニャ 文化会館（ホール以外） 水曜日 19:50～21:30 クラシックバレエ
36 12 演劇・舞踏・ダンス 06 クラシックバレエ ブーニャ 文化会館（ホール以外） 水曜日 10:30～12:00 クラシックバレエ
37 13 スポーツ・健康づくり等 01 健康体操・ヨガ ふぁいとクラブ 大町公民館 水曜日   9:30～12:00 体力の維持・向上トレーニング
38 13 スポーツ・健康づくり等 01 健康体操・ヨガ ヨガ同好会 大町公民館分室 木曜日 19:00～21:00 ヨガ、ストレッチ
39 13 スポーツ・健康づくり等 01 健康体操・ヨガ ヨガ＆ストレッチ 大町公民館分室 木曜日 13:30～15:30 ヨガ、ストレッチ ※
40 13 スポーツ・健康づくり等 01 健康体操・ヨガ ジム・ネット体操教室　ヨガクラス 大町公民館分室 冬期　火・木・金曜日 火夜間・木曜午前・金曜午後 ヨガ、ストレッチ
41 13 スポーツ・健康づくり等 01 健康体操・ヨガ アルガママヨガクラブ 大町公民館分室 不定期（月1回） 10:30～12:00 ヨガ、ストレッチ
42 13 スポーツ・健康づくり等 01 健康体操・ヨガ ヨガクラブ サン・アルプス大町 火曜日 10:00～11:30 ヨガ、健康維持
43 13 スポーツ・健康づくり等 01 健康体操・ヨガ ヨガサークル太陽 平公民館・女性未来館ピュア 水曜日 10:00～12:00 ヨガ、ストレッチ
44 13 スポーツ・健康づくり等 01 健康体操・ヨガ ヨガサンガヒロ 平公民館・女性未来館ピュア 水曜日 10:30～11:30 ヨガ、ストレッチ
45 13 スポーツ・健康づくり等 01 健康体操・ヨガ FLOW　YOGA 平公民館・女性未来館ピュア 日曜日   9:00～1０:30 ヨガ、ストレッチ
46 13 スポーツ・健康づくり等 01 健康体操・ヨガ 有酸素倶楽部 平公民館・女性未来館ピュア 水曜日 19:30～21:00 エアロビクス
47 13 スポーツ・健康づくり等　 01 健康体操・ヨガ あゆみヨガ 常盤公民館 土曜日 10:00～11:30 ヨガ
48 13 スポーツ・健康づくり等　 01 健康体操・ヨガ にこにこラフターヨガ 常盤公民館 第２水曜日   9:30～11:30 笑いヨガ
49 13 スポーツ・健康づくり等　 01 健康体操・ヨガ ヨガくらぶ 社公民館 毎月第４火曜日 10:30～12:30 ヨガ、エアロビクス
50 13 スポーツ・健康づくり等 01 健康体操・ヨガ コスモスフレンズ 文化会館（ホール以外） 木曜日 10:00～12:00 エアロビクス、筋力トレーニング
51 13 スポーツ・健康づくり等 01 健康体操・ヨガ レディースダンスサークル 文化会館（ホール以外） 日曜日 10:00～12:00 健康体操、ストレッチ
52 13 スポーツ・健康づくり等 01 健康体操・ヨガ みあさの森 美麻公民館及び美麻運動場 体操第2・4水曜日 10:30～12:00 親子活動及び健康体操
53 13 スポーツ・健康づくり等 02 健康づくり・維持 市老人クラブ　健康教室 大町公民館分室 第1・3水曜日   9:30～11:30 健康維持（音楽、体操、踊り）
54 13 スポーツ・健康づくり等 02 健康づくり・維持 エゴスキューグループワーク 大町公民館分室 日曜日（月1回） 不定期（２時間） エゴスキュー（痛み解消メソッド）
55 13 スポーツ・健康づくり等 02 健康づくり・維持 ヤングハート 大町公民館分室 火曜日 10:00～12:00 ストレッチ、レクレーション体操 ※
56 13 スポーツ・健康づくり等 02 健康づくり・維持 のばらの会 大町公民館分室 木曜日 13:00～15:00 健康維持
57 13 スポーツ・健康づくり等 02 健康づくり・維持 ささゆり 大町公民館分室 不定期（月1回） 不定期（2時間） 健康づくり（太極拳やストレッチなど）
58 13 スポーツ・健康づくり等 02 健康づくり・維持 桜ステップ 大町公民館分室 金曜日 15:00～18:00 健康づくり、体操、ストレッチ
59 13 スポーツ・健康づくり等 02 健康づくり・維持 人の和くらぶ 大町公民館分室 不定期（平日） 不定期（2時間） 軽い体操、呼吸、お話
60 13 スポーツ・健康づくり等 02 健康づくり・維持 大町太極拳 平公民館・女性未来館ピュア 火曜日 19:00～21:00 太極拳
61 13 スポーツ・健康づくり等 02 健康づくり・維持 大町太極拳クラブ 平公民館・女性未来館ピュア 水曜日 19:00～21:00 太極拳
62 13 スポーツ・健康づくり等 02 健康づくり・維持 合気道大町道場 平公民館・女性未来館ピュア 土曜日 10:00～12:00 合気道
63 13 スポーツ・健康づくり等　 02 健康づくり・維持 スキルウォークZERO大町 平公民館・女性未来館ピュア 火曜日（月3回） 19:00～20:45 ウォーキング
64 13 スポーツ・健康づくり等　 02 健康づくり・維持 サークル・サタデー 平公民館・女性未来館ピュア 土曜日（月2回） 10:00～12:00 ウォーキング
65 13 スポーツ・健康づくり等 02 健康づくり・維持 ひなげしの会 平公民館・女性未来館ピュア 火曜日 13:30～15:00 体操
66 13 スポーツ・健康づくり等 02 健康づくり・維持 スマイル同好会 平公民館・女性未来館ピュア 水曜日 13:00～17:00 体操
67 13 スポーツ・健康づくり等 02 健康づくり・維持 スマイルⅣ 平公民館・女性未来館ピュア 金曜日 13:30～14:30 体操
68 13 スポーツ・健康づくり等 02 健康づくり・維持 らくらく体操教室 平公民館・女性未来館ピュア 火曜日 13:00～15:00 健康ストレッチ
69 13 スポーツ・健康づくり等 02 健康づくり・維持 パーソナルカラー研究会 平公民館・女性未来館ピュア 不定期 不定期 色を活用して健康づくり
70 13 スポーツ・健康づくり等 02 健康づくり・維持 輝く女性サークル 平公民館・女性未来館ピュア 不定期 不定期 輝く女性に ※
71 13 スポーツ・健康づくり等 02 健康づくり・維持 わんばんクラブ 平公民館・女性未来館ピュア 金曜日（月2回） 10:00～12:00 スポーツで心身のリフレッシュ
72 13 スポーツ・健康づくり等 02 健康づくり・維持 スマイルＢ，Ｂ， 平公民館・女性未来館ピュア 月曜日（月2回） 10:00～11:30 バランスボール
73 13 スポーツ・健康づくり等 02 健康づくり・維持 アクアクラブ 平公民館・女性未来館ピュア 不定期 不定期 有酸素運動
74 13 スポーツ・健康づくり等　 02 健康づくり・維持 太極拳常盤教室 常盤公民館 火曜日 13:00～15:00 太極拳
75 13 スポーツ・健康づくり等　 02 健康づくり・維持 BBときわ 常盤公民館 第1・3木曜日 13:30～15:00 バランスボール
76 13 スポーツ・健康づくり等　 02 健康づくり・維持 BBB 常盤公民館 第2・4土曜日 13:00～15:00 バランスボール
77 13 スポーツ・健康づくり等　 02 健康づくり・維持 中信健康友の会　大町支部 常盤公民館 第3火曜日   9:30～11:30 バランスボール
78 13 スポーツ・健康づくり等　 02 健康づくり・維持 日本スポーツ吹矢協会 大町北アルプス支部 常盤公民館 金曜日 12:30～16:00 スポーツ吹矢
79 13 スポーツ・健康づくり等　 02 健康づくり・維持 ブロッサム 常盤公民館 不定期 10:00～11:00 ストレッチ・ヨガ
80 13 スポーツ・健康づくり等　 02 健康づくり・維持 イエローズ 常盤公民館 不定期 不定期 ソフトバレー
81 13 スポーツ・健康づくり等　 02 健康づくり・維持 ASOBI-CLUB 常盤公民館 水曜日　 16:00～17:00 運動遊び
82 13 スポーツ・健康づくり等　 02 健康づくり・維持 ステップ 常盤公民館 金曜日 17:30～18:30 運動
83 13 スポーツ・健康づくり等　 02 健康づくり・維持 チームD 常盤公民館 不定期 不定期 バレーボール ※
84 13 スポーツ・健康づくり等　 02 健康づくり・維持 Pilates & Beyond 常盤公民館 不定期 不定期 体力トレーニング ※
85 13 スポーツ・健康づくり等　 02 健康づくり・維持 野口整体　学びの会 常盤公民館 第1木曜日 10:00～12:00 整体
86 13 スポーツ・健康づくり等　 02 健康づくり・維持 ＪＡ大北女性部社支部 社公民館 不定期 不定期 料理、エアロビクス
87 13 スポーツ・健康づくり等　 02 健康づくり・維持 ＢＢやしろ 社公民館 第２水曜日 13:30～15:00 バランスボール
88 13 スポーツ・健康づくり等 02 健康づくり・維持 Happy　Smile 文化会館（ホール以外） 木曜日 12:30～15:00 健康維持
89 13 スポーツ・健康づくり等 03 武道 大北空手愛好会 大町公民館 木曜日 18:00～21:00 空手道
90 13 スポーツ・健康づくり等 03 武道 クロッカス 大町公民館分室 金曜日 13:00～15:00 太極拳
91 13 スポーツ・健康づくり等 03 武道 日本空手道剛柔流剛誠館 大町公民館分室 金曜日 18:00～21:00 空手道



通番 分類 細分類 団体名 主な活動施設 活動日 活動時間 活動内容
92 13 スポーツ・健康づくり等 03 武道 剛誠館 平公民館・女性未来館ピュア 月曜日 19:00～21:00 空手
93 13 スポーツ・健康づくり等　 03 武道 常盤柔道スポーツ少年団 常盤公民館 水曜日 18:30～20:30 柔道
94 13 スポーツ・健康づくり等　 03 武道 大町市少年剣道クラブ 常盤公民館 月曜日　 19:00～21:00 剣道
95 13 スポーツ・健康づくり等　 03 武道 空手道サークル 常盤公民館 不定期 不定期 空手
96 13 スポーツ・健康づくり等　 03 武道 大北空手愛好会 社公民館 毎週火・水曜日 19:00～21:00 空手
97 13 スポーツ・健康づくり等 04 球技（団体） とまと 大町公民館分室 不定期 19:30～21:00 バレーボール（会議などに使用）
98 13 スポーツ・健康づくり等 04 球技（団体） 大町ミニバス男子 大町公民館分室 不定期 不定期 ミニバスケット（お楽しみ会などに使用）
99 13 スポーツ・健康づくり等 04 球技（団体） 平ソフトボール連盟 平公民館・女性未来館ピュア 不定期 不定期 運営に関する会議と講習会

100 13 スポーツ・健康づくり等　 04 球技（団体） 常盤野球スポーツ少年団 常盤公民館 不定期 不定期 会議
101 13 スポーツ・健康づくり等　 04 球技（団体） 常盤ナイターソフトボール連盟 常盤公民館 不定期 不定期 審判講習会、会議
102 13 スポーツ・健康づくり等　 04 球技（団体） 社ソフトボール連盟 社公民館 不定期 不定期 ソフトボール
103 13 スポーツ・健康づくり等　 04 球技（団体） 大町白馬リトルリーグ 社公民館 不定期 不定期 硬式野球
104 13 スポーツ・健康づくり等　 05 球技（個人） レディースクラブピンポン 常盤公民館 第1・3火曜日 19:00～21:00 卓球
105 13 スポーツ・健康づくり等　 05 球技（個人） 雲雀の会 常盤公民館 月曜日 10:00～17:00 卓球、麻雀
106 13 スポーツ・健康づくり等　 05 球技（個人） さわやか 常盤公民館 第1・3金曜日　 19:00～21:00 ミニテニス
107 13 スポーツ・健康づくり等 06 その他スポーツ スポーツ吹矢　北あづみのサークル 大町公民館 日曜日 10:00～12:00 スポーツ吹矢
108 13 スポーツ・健康づくり等 06 その他スポーツ 大町北ｱﾙﾌﾟｽ支部（吹矢） 平公民館・女性未来館ピュア 月曜日 13:30～15:30 スポーツ吹矢
109 14 音楽 01 吹奏楽 大町市民吹奏楽団 大町公民館 土曜日 18:00～21:30 吹奏楽
110 14 音楽 01 吹奏楽 大町市吹アンサンブル 大町公民館 水曜日 18:30～21:30 アンサンブルによる楽器の練習
111 14 音楽 02 バンド フリーウェイ・サロン・ド・ハクバ 平公民館・女性未来館ピュア 土曜日（月2回）   9:00～13:00 バンド
112 14 音楽 03 カラオケ 老連カラオケ教室 大町公民館分室 土曜日 13:00～17:00 カラオケ・健康づくり
113 14 音楽 03 カラオケ 平カラオケ愛好会 平公民館・女性未来館ピュア 月曜日（月2回） 14:00～16:00 カラオケ練習
114 14 音楽 04 コーラス フラウェンコール風 大町公民館 第2・4土曜日   9:30～12:00 合唱
115 14 音楽 04 コーラス 北アルプス第九を歌う会 大町公民館 金曜日 18:30～21:30 第９合唱の練習
116 14 音楽 04 コーラス Ｊｏｙｆｕｌ！ 大町公民館 木曜日 14:00～17:00 合唱
117 14 音楽 04 コーラス Hummingbirds 大町公民館 日曜日 10:00～12:00 合唱
118 14 音楽 04 コーラス 北アルプス合唱団 大町公民館分室 第3水曜日 13:30～16:30 混声合唱
119 14 音楽 04 コーラス 早春賦を愛唱する市民の会 大町公民館分室 第2・4日曜日   8:30～12:30 早春賦の演奏活動及び愛唱
120 14 音楽 04 コーラス KURA☆G 大町公民館分室 日曜日（月1回） 13:00～15:30 ゴスペル
121 14 音楽 04 コーラス 仁科台中学校ＰＴＡコーラス部 大町公民館分室 不定期 不定期 合唱
122 14 音楽 04 コーラス コーラスたんぽぽ 大町公民館分室 火曜日 19:30～21:30 混声合唱
123 14 音楽 04 コーラス BLESSED 大町公民館分室 不定期 19:00～21:00 ゴスペル
124 14 音楽 04 コーラス チームネクスト 大町公民館分室 不定期 不定期 楽器アンサンブル ※
125 14 音楽 04 コーラス 大町童謡唱歌を歌う会 大町公民館分室 第1・3金曜日   9:00～12:00 童謡・唱歌
126 14 音楽 04 コーラス 和音響愛 文化会館（ホール以外） 第1水曜日 19:00～21:30 合唱
127 14 音楽 04 コーラス 大町混声合唱団 文化会館（ホール以外） 木曜日 19:00～21:30 合唱
128 14 音楽 04 コーラス アルティスティ 文化会館（ホール以外） 不定期 不定期 合唱
129 14 音楽 04 コーラス･11 その他の楽器 コール和リンガーズ 大町公民館分室 第2・4水曜日 19:00～21:00 コーラス、トーンチャイム
130 14 音楽 05 アンサンブル JW．O．M．C 大町公民館分室 不定期 不定期 リコーダーやウクレレなどの楽器演奏の練習
131 14 音楽 08 打楽器 和太鼓　結 文化会館（ホール以外） 不定期 不定期 太鼓
132 14 音楽 08 打楽器 源流美麻太鼓 美麻公民館 毎週水曜日 19:00～21:00 和太鼓
133 14 音楽 09 管楽器 大町フルートアンサンブル 大町公民館分室 不定期 不定期 フルート
134 14 音楽 09 管楽器･10 弦楽器 いとたけ会 大町公民館分室 不定期 不定期 箏・尺八
135 14 音楽 10 弦楽器 文化箏 大町公民館 第1・3金曜日 13:00～17:00 文化琴
136 14 音楽 10 弦楽器 ゆうすげ会 大町公民館分室 第1・3金曜日 14:00～16:00 大正琴 ※
137 14 音楽 10 弦楽器 大町琴城会 大町公民館分室 第2・4木曜日 13:00～15:00 大正琴
138 14 音楽 10 弦楽器 大町ギターマンドリーノ 大町公民館分室 土曜日 17:00～21:00 ギターマンドリンの練習
139 14 音楽 10 弦楽器 ライラックの会 大町公民館分室 水曜日（月１回）   9:00～12:00 ライアー（楽器）の演奏
140 14 音楽 10 弦楽器 津軽三味線　顕栄会 大町公民館分室 不定期（日曜日）   9:30～15:00 津軽三味線の練習
141 14 音楽 11 その他の楽器 オカリナサークル「ぽれぽれ」 平公民館・女性未来館ピュア 火曜日 13:00～16:00 オカリナ練習 ※
142 14 音楽 11 その他の楽器 オカリーナ　ポポロ 平公民館・女性未来館ピュア 火曜日 19:00～21:30 オカリナ練習
143 14 音楽 11 その他の楽器 フェリーチェ 平公民館・女性未来館ピュア 木曜日 18:00～20:00 オカリナ練習
144 14 音楽 11 その他の楽器 ミュージック・キィ　秋桜 文化会館（ホール以外） 第1・3木曜日 13:00～15:00 ピアノ・キーボード
145 14 音楽 11 その他の楽器 感性の教室 文化会館（ホール以外） 不定期 不定期 ピアノ
146 14 音楽 11 その他の楽器 くるみ会 八坂公民館 火曜日　 16:00～19:00 音楽(ピアノ)を通じて子ども達のコミュニケーションを図る ※
147 15 詩吟・短歌・俳句・文学・歴史 01 詩吟 凌雲流吟道会 大町公民館分室 金曜日 13:00～15:30 吟詠
148 15 詩吟・短歌・俳句・文学・歴史 02 短歌 大町短歌会 大町公民館分室 第2火曜日 13:00～15:00 短歌
149 15 詩吟・短歌・俳句・文学・歴史 03 俳句 やまなみ会（澤俳句会） 大町公民館分室 第3水曜日 17:00～20:30 俳句
150 15 詩吟・短歌・俳句・文学・歴史 03 俳句 せせらぎ会(澤俳句会) 大町公民館分室 第3水曜日 14:00～17:00 俳句
151 15 詩吟・短歌・俳句・文学・歴史 03 俳句 俳句クラブ 大町公民館分室 第1火曜日 13:00～17:00 俳句 ※
152 15 詩吟・短歌・俳句・文学・歴史 05 読書 賢治童話を楽しむ会 大町公民館分室 不定期 不定期 宮澤賢治の作品の研究、朗読の練習等 ※
153 15 詩吟・短歌・俳句・文学・歴史 05 読書 仁科遊塾 社公民館 月1回火曜日 18:00～21:00
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154 15 詩吟・短歌・俳句・文学・歴史 06 歴史 べこの会 大町公民館分室 不定期 不定期 長野県内及び大北地方の社会経済、歴史の研究
155 15 詩吟・短歌・俳句・文学・歴史 07 文学 しある 常盤公民館 不定期 不定期 詩
156 16 絵画・彫刻・写真・ちぎり絵 01 絵画 彩の会 大町公民館分室 第1・3木曜日 13:00～17:00 日本画
157 16 絵画・彫刻・写真・ちぎり絵 02 版画 大町みずえ会 大町公民館分室 月1回   9:00～12:00 子どもの絵画・版画等の制作
158 16 絵画・彫刻・写真・ちぎり絵 06 絵手紙 あざみの会 大町公民館分室 第2・4金曜日 13:00～16:00 絵手紙
159 16 絵画・彫刻・写真・ちぎり絵 06 絵手紙 あじさい 大町公民館分室 第4水曜日 13:30～16:00 絵手紙
160 16 絵画・彫刻・写真・ちぎり絵 06 絵手紙 絵手紙サークル「喜楽会」 平公民館・女性未来館ピュア 火曜日（月2回）   9:30～12:30 絵手紙
161 16 絵画・彫刻・写真・ちぎり絵 06 絵手紙 絵手紙の会 常盤公民館 第3金曜日　 13:00～15:30 絵手紙作成
162 16 絵画・彫刻・写真・ちぎり絵 08 陶芸 大町市陶芸の家 大町公民館分室 不定期   8:00～15:00 陶芸
163 16 絵画・彫刻・写真・ちぎり絵 09 写真 写真集団ＰＩＣ（フォトイメージクラブ） 大町公民館分室 奇数月の第3金曜日 18:00～21:00 写真
164 16 絵画・彫刻・写真・ちぎり絵 09 写真 ぴんぼけ倶楽部 平公民館・女性未来館ピュア 金曜日（月1回） 19:00～21:30 写真愛好会
165 17 書道・茶道・囲碁・将棋 01 書道 書草会 大町公民館分室 木曜日   9:30～12:00 書道
166 17 書道・茶道・囲碁・将棋 01 書道 みずかがみの会（午後） 大町公民館分室 金曜日（月3回） 12:00～15:00 書道
167 17 書道・茶道・囲碁・将棋 01 書道 みずかがみの会 大町公民館分室 金曜日   9:00～12:00 書道
168 17 書道・茶道・囲碁・将棋 01 書道 平書道クラブ 平公民館・女性未来館ピュア 土曜日（月2回） 13:30～15:30 書道
169 17 書道・茶道・囲碁・将棋 01 書道 筆を楽しむ会 常盤公民館 第2火曜日 13:30～15:30 書道
170 17 書道・茶道・囲碁・将棋 01 書道 悠雅 常盤公民館 水曜日 14:30～17:00 書道
171 17 書道・茶道・囲碁・将棋 01 書道 悠雅２ 常盤公民館 金曜日 14:30～18:00 書道
172 17 書道・茶道・囲碁・将棋 01 書道 悠雅３ 常盤公民館 火曜日 14:30～18:00 書道
173 17 書道・茶道・囲碁・将棋 01 書道 日本書学館大北支部 社公民館 金曜日 19:00～21:00 書道
174 17 書道・茶道・囲碁・将棋 01 書道 花咲く書道 社公民館 不定期 不定期 花咲く書道
175 17 書道・茶道・囲碁・将棋 01 書道 創墨会 八坂公民館 水曜日 13:30～15:00 書道と漢詩の研究 ※
176 17 書道・茶道・囲碁・将棋 02 茶道 郁の会 大町公民館 火曜日 13:00～17:00 茶道
177 17 書道・茶道・囲碁・将棋 02 茶道 静和会 平公民館・女性未来館ピュア 水曜日（月1回）   9:00～12:00 茶道
178 17 書道・茶道・囲碁・将棋 02 茶道 式部の会 平公民館・女性未来館ピュア 土曜日 不定期 茶道
179 17 書道・茶道・囲碁・将棋 04 将棋 日本将棋連盟大北支部 フレンド・プラザ大町 日曜日 10:00～17:00 将棋の普及・発展
180 18 裁縫・洋裁・料理・手芸・細工 01 裁縫 ソーイング研究会 平公民館・女性未来館ピュア 月曜日（月2回） 10:00～15:０0 洋裁
181 18 裁縫・洋裁・料理・手芸・細工 01 裁縫 手編みクロッシェ 平公民館・女性未来館ピュア 木曜日（月2回） 10:00～12:00 編み物
182 18 裁縫・洋裁・料理・手芸・細工 02 パッチワーク パッチワークサークル 平公民館・女性未来館ピュア 月曜日（月1回） 10:00～12:00 洋裁、パッチワーク
183 18 裁縫・洋裁・料理・手芸・細工 02 パッチワーク 布歩ふ 平公民館・女性未来館ピュア 月曜日（月1回） 10:00～12:00 パッチワーク
184 18 裁縫・洋裁・料理・手芸・細工 02 パッチワーク キルト 平公民館・女性未来館ピュア 金曜日（月2回）   9:30～12:00 パッチワーク
185 18 裁縫・洋裁・料理・手芸・細工 03 手芸 刺しゅうグループ 大町公民館分室 第1水曜日   9:00～12:00 刺しゅう作品づくり
186 18 裁縫・洋裁・料理・手芸・細工 03 手芸 手芸の会 大町公民館分室 木曜日 13:00～16:00 手芸
187 18 裁縫・洋裁・料理・手芸・細工 03 手芸 糸の会 大町公民館分室 第2・4火曜日   9:30～15:00 編み物
188 18 裁縫・洋裁・料理・手芸・細工 03 手芸 手編みサークル 平公民館・女性未来館ピュア 水曜日（月2回）   9:30～12:00 編み物
189 18 裁縫・洋裁・料理・手芸・細工 03 手芸 ばらの会 常盤公民館 第2月曜日 13:30～16:00 手芸
190 18 裁縫・洋裁・料理・手芸・細工 03 手芸 押絵の会 常盤公民館 第1・3月曜日　 14:00～17:00 押絵
191 18 裁縫・洋裁・料理・手芸・細工 04 細工 レザークラフト 大町公民館分室 第2・4木曜日 19:00～21:00 レザークラフト、皮革細工
192 18 裁縫・洋裁・料理・手芸・細工 04 細工 わら細工サークル 常盤公民館 第2・3火曜日   9:00～12:00 わら細工
193 18 裁縫・洋裁・料理・手芸・細工 04 細工 竹の会 美麻公民館 毎月第2木曜日   9:00～17:00 竹細工のワークショップ
194 18 裁縫・洋裁・料理・手芸・細工 05 押し花 ふしぎな花倶楽部 大町公民館分室 第1・3水曜日 13:00～16:00 押し花 ※
195 18 裁縫・洋裁・料理・手芸・細工 05 押し花 押し花教室 平公民館・女性未来館ピュア 金曜日（月1回） 10:00～13:00 押し花
196 18 裁縫・洋裁・料理・手芸・細工 07 料理 くいしんぼう会 大町公民館分室 不定期 不定期 料理
197 18 裁縫・洋裁・料理・手芸・細工 07 料理 食彩の会 大町公民館分室 不定期 不定期 食に関する勉強、簡単な料理 ※
198 18 裁縫・洋裁・料理・手芸・細工 07 料理 なでしこの会 大町公民館分室 不定期 10:00～14:00 郷土料理
199 18 裁縫・洋裁・料理・手芸・細工 07 料理 麺究会 平公民館・女性未来館ピュア 火曜日 17:00～20:00 そば打ち ※
200 18 裁縫・洋裁・料理・手芸・細工 07 料理 そばサークル 平公民館・女性未来館ピュア 水曜日（月1回） 10:00～14:00 そば打ち
201 18 裁縫・洋裁・料理・手芸・細工 07 料理 そば華会 平公民館・女性未来館ピュア 金曜日（月1回） 13:00～16:00 そば打ち
202 18 裁縫・洋裁・料理・手芸・細工 07 料理 なでしこ 平公民館・女性未来館ピュア 土曜日（月1回）   9:00～13:00 郷土料理
203 18 裁縫・洋裁・料理・手芸・細工 07 料理 ホームメイド同好会 平公民館・女性未来館ピュア 金曜日（月2回） 19:00～21:30 お菓子作り
204 18 裁縫・洋裁・料理・手芸・細工 07 料理 信濃あざみ塾 平公民館・女性未来館ピュア 木曜日（月1回）   9:30～13:30 郷土料理
205 18 裁縫・洋裁・料理・手芸・細工 07 料理 わらび塾 平公民館・女性未来館ピュア 木曜日（月1回）   9:30～13:00 郷土料理
206 18 裁縫・洋裁・料理・手芸・細工 07 料理 35そば打ちクラブ 平公民館・女性未来館ピュア 不定期 不定期 そば打ち
207 18 裁縫・洋裁・料理・手芸・細工 07 料理 三八そば会 平公民館・女性未来館ピュア 水曜日（月1回）   8:30～12:00 そば打ち
208 18 裁縫・洋裁・料理・手芸・細工 07 料理 ソバ打ち生き生き会 平公民館・女性未来館ピュア 不定期 不定期 そば打ち
209 18 裁縫・洋裁・料理・手芸・細工 07 料理 愛遊会 平公民館・女性未来館ピュア 月曜日（月1回） 13:00～15:00 そば打ち
210 18 裁縫・洋裁・料理・手芸・細工 07 料理 ヤンババ 平公民館・女性未来館ピュア 不定期 不定期 郷土料理
211 18 裁縫・洋裁・料理・手芸・細工 07 料理 ＹＡＭＡＮＢＡガールズ 平公民館・女性未来館ピュア 不定期 不定期 郷土料理
212 18 裁縫・洋裁・料理・手芸・細工 07 料理 けものくらぶ 平公民館・女性未来館ピュア 不定期 不定期 ジビエ料理等
213 18 裁縫・洋裁・料理・手芸・細工 07 料理 杉村教室 平公民館・女性未来館ピュア 不定期   9:00～14:00 薬膳料理
214 18 裁縫・洋裁・料理・手芸・細工 07 料理 蕎麦打ち会 常盤公民館 最終月曜日　 10:00～15:00 そば打ち
215 18 裁縫・洋裁・料理・手芸・細工 07 料理 りんどう 常盤公民館 最終金曜日 10:00～13:00 そば打ち



通番 分類 細分類 団体名 主な活動施設 活動日 活動時間 活動内容
216 18 裁縫・洋裁・料理・手芸・細工 07 料理 アグリコスモス 常盤公民館 不定期 不定期 調理実習
217 18 裁縫・洋裁・料理・手芸・細工 07 料理 ＪＡ大北女性部ときわ支部 常盤公民館 不定期 不定期 調理実習
218 18 裁縫・洋裁・料理・手芸・細工 07 料理 さくら会 常盤公民館 不定期 不定期 調理実習
219 18 裁縫・洋裁・料理・手芸・細工 07 料理 猫の台所 社公民館 不定期 不定期 料理
220 18 裁縫・洋裁・料理・手芸・細工 08 着付け 着付サークル礼和 サン・アルプス大町 水曜日 17:00～21:30 着付け
221 18 裁縫・洋裁・料理・手芸・細工 08 着付け 矢口着付サークル 平公民館・女性未来館ピュア 月曜日（月1回）   9:30～12:00 着付け
222 18 裁縫・洋裁・料理・手芸・細工 09 アロマ メディカルアロマの会 大町公民館分室 不定期 10:00～16:00 メディカルアロマの使い方、心身へのケア活用方法を学ぶ
223 18 裁縫・洋裁・料理・手芸・細工 10 染物 染織の会　あかね 平公民館・女性未来館ピュア 水曜日（月1回）   9:00～12:30 草木染め、型染め
224 19 教育・文化 01 語学 ＢＥＡＮＳ 大町公民館分室 不定期 不定期 語学ボランティア
225 19 教育・文化 01 語学 朗読　はづきの会 平公民館・女性未来館ピュア 金曜日（月2回） 13:30～16:00 朗読、話し方の勉強
226 19 教育・文化 01 語学 韓国語サークル”ハヌル” 平公民館・女性未来館ピュア 木曜日 19:00～21:30 韓国語 ※
227 19 教育・文化 01 語学 英語であそぼう 常盤公民館 木曜日 15:00～17:30 英語
228 19 教育・文化 01 語学 Smile Kids Club 常盤公民館 金曜日 15:00～17:30 英語
229 19 教育・文化 01 語学 您好会 常盤公民館 水曜日 19:00～21:00 中国語
230 19 教育・文化 02 文化 こくごの時間 平公民館・女性未来館ピュア 月曜日（月1回）   9:00～12:00 国語の勉強
231 19 教育・文化 03 親子サークル フレンドシップクラブ 大町公民館分室 不定期 不定期 ダンスの練習と親子のレクレーション ※
232 19 教育・文化 03 親子サークル お散歩の会　まつぼっくり 平公民館・女性未来館ピュア 不定期 不定期 ヨガ、料理講習、リトミックなど
233 19 教育・文化 03 親子サークル にじいろぽっけ 平公民館・女性未来館ピュア 不定期 不定期 親子の交流の場
234 19 教育・文化 03 親子サークル しらかば保育園保護者会 平公民館・女性未来館ピュア 不定期 不定期 役員会会合
235 19 教育・文化 03 親子サークル 上一母親クラブ 常盤公民館 不定期 不定期 親睦交流
236 19 教育・文化 03 親子サークル いぬい～ 常盤公民館 不定期 不定期 親睦交流 ※
237 19 教育・文化 04 青少年育成 ガールスカウト長野県連盟第6団 大町公民館 不定期 不定期 ガールスカウトの活動
238 19 教育・文化 04 青少年育成 KID'S DAY 実行委員会 サン・アルプス大町ほか 不定期 不定期 イベント開催
239 19 教育・文化 04 青少年育成 KID'S DAY 実行委員会 平公民館・女性未来館ピュア 不定期 不定期 青少年育成
240 19 教育・文化 05 パソコン パソコン手習い 大町公民館分室 火曜日 10:00～12:00 パソコン
241 19 教育・文化 05 パソコン ＩＴの会 大町公民館分室 第1・3木曜日   9:30～12:00 パソコン
242 19 教育・文化 05 パソコン ＩＴイチハチ会 平公民館・女性未来館ピュア 火曜日（月2回）   9:30～12:00 パソコン
243 19 教育・文化 05 パソコン パソコンサークルカエデ会 常盤公民館 第2・4金曜日　 10:00～12:00 パソコン
244 19 教育・文化 05 パソコン 蕗の薹 常盤公民館 月2回　水曜日 13:00～15:00 パソコン
245 19 教育・文化 06 アマチュア無線 大北ハムクラブ 大町公民館分室 不定期 不定期 アマチュア無線
246 19 教育・文化 07 その他の教育文化活動 おおまち九条の会 大町公民館分室 不定期（月1～2回） 不定期 憲法に関する学習と普及 ※
247 19 教育・文化 07 その他の教育文化活動 カルチャー栄光会 大町公民館分室 不定期 不定期 教育・文化・福祉の向上を目指す学習会
248 19 教育・文化 07 その他の教育文化活動 安曇野環境浄化の会 大町公民館分室 不定期 不定期 環境浄化の勉強会
249 19 教育・文化 07 その他の教育文化活動 一般社団法人北安曇教育会 大町公民館分室 不定期 不定期 北安曇、大町における教育の充実を図る
250 19 教育・文化 07 その他の教育文化活動 年金者組合大町分会 大町公民館分室 不定期 不定期 会員の親睦
251 19 教育・文化 07 その他の教育文化活動 大町柔道会保護者会 平公民館・女性未来館ピュア 不定期 不定期 反省会・レクレーション等
252 19 教育・文化 07 その他の教育文化活動 大町民話の里づくり　もんぺのかい 平公民館・女性未来館ピュア 不定期 不定期 語り
253 19 教育・文化 07 その他の教育文化活動 千早会 平公民館・女性未来館ピュア 月曜日（月1回） 14:00～17:00 ペン習字
254 19 教育・文化 07 その他の教育文化活動 ヒーリング　ハンドセラピー 平公民館・女性未来館ピュア 不定期 13:00～16:00 ハンドセラピー技術の向上
255 19 教育・文化 0７その他の教育文化活動 ちいさいおうちの会 常盤公民館 第3土曜日   9:30～12:00 読み聞かせ
256 19 教育・文化 0７その他の教育文化活動 大北の教育を考える会 常盤公民館 不定期 不定期 学習・情報交換
257 19 教育・文化 0７その他の教育文化活動 おはなしの会「やしろ」 社公民館 月1回第3木曜日 19:00～21:00 読み聞かせ
258 20 福祉・ボランティア・地域づくり 03 ボランティア活動 大町花づな会 大町公民館分室 不定期 不定期 学習会やボランティア活動
259 20 福祉・ボランティア・地域づくり 03 ボランティア活動 美麻メンドシーノ交流ボランティアネットワーク 美麻公民館 不定期 不定期 メンドシーノ国際交流を中心とした国際交流の支援
260 20 福祉・ボランティア・地域づくり 04 環境・自然 ＥＭ元気会 大町公民館分室 不定期 不定期 環境保全
261 20 福祉・ボランティア・地域づくり 04 環境・自然 らいてふの会 大町公民館分室 第3火曜日 13:00～16:00 環境問題など身近な問題についての文献学習
262 20 福祉・ボランティア・地域づくり 04 環境・自然 水のふるさと 大町公民館分室 不定期 不定期 郷土の水資源と経済活性化及びまちづくりについての研究
263 20 福祉・ボランティア・地域づくり 04 環境・自然 大町蛍の会 大町公民館分室 3月中旬 不定期（２時間） ゲンジボタル増殖運動
264 20 福祉・ボランティア・地域づくり 05 地域づくり NPO地域づくり工房 大町公民館分室 不定期 不定期 地域づくりの支援や活動
265 20 福祉・ボランティア・地域づくり 05 地域づくり ファミリーサポート・バンビ 平公民館・女性未来館ピュア 依頼時 依頼時 託児
266 20 福祉・ボランティア・地域づくり 05 地域づくり よもぎの会 平公民館・女性未来館ピュア 不定期 不定期
267 21 その他 02 各種市民団体 こぶしの会 大町公民館分室 第2木曜日 13:00～16:00 女性が楽しく過ごすための学習などの活動（料理、歌、運動など）

268 21 その他 02 各種市民団体 大町市スキークラブ 大町公民館分室 不定期 不定期 安全で楽しく、正しいスキー等の普及発展と会員相互の親睦
269 21 その他 02 各種市民団体 大北歯科医師会 大町公民館分室 不定期 18:00～21:00 歯科医師会、定例会、総会等
270 21 その他 02 各種市民団体 ボーイスカウト大町第一団 大町公民館分室 不定期 不定期 青少年の社会教育活動 ※
271 21 その他 02 各種市民団体 市立大町総合病院を守る会 大町公民館分室 不定期 不定期 市立大町総合病院をサポートする
272 21 その他 02 各種市民団体 長野県退職公務員連盟 大北支部 大町公民館分室 不定期 不定期 公務員の年金制度を守る運動及び会員の親睦交流
273 21 その他 02 各種市民団体 新日本婦人の会 大町支部 大町公民館分室 第1土・第4金曜日 13:00～16:00 女性の地位向上や、子どもの幸せ、平和について考える
274 21 その他 02 各種市民団体 北アルプス民主商工会 大町公民館分室 不定期 不定期 中小業者の営業と暮らしを向上させる活動
275 21 その他 02 各種市民団体 松本工業高校同窓会大町支部（大町松工会） 大町公民館分室 不定期 不定期 会員相互の交流 ※
276 21 その他 02 各種市民団体 中信年金受給者協会 大北支部 大町公民館分室 不定期 13:30～16:00 生活の安定と福祉の向上を図る
277 21 その他 02 各種市民団体 大北高等職業訓練校 大町公民館分室 不定期   9:00～16:00 委託訓練、調理実習、講座



通番 分類 細分類 団体名 主な活動施設 活動日 活動時間 活動内容
278 21 その他 02 各種市民団体 日本国民救援会　大北支部 大町公民館分室 第3金曜日 17:00～20:00 人権と民主主義を守る
279 21 その他 02 各種市民団体 大北生活と健康を守る会 大町公民館分室 不定期 不定期 生活に困難を持つ住民の生活向上を目指す活動
280 21 その他 02 各種市民団体 きらり会 大町公民館分室 第2木曜日 18:00～20:30 男女共同参画推進
281 21 その他 02 各種市民団体 大町市女性団体連絡協議会 大町公民館分室 第1木曜日 10:00～12:00 女性の地位向上及び福祉の向上と、男女共同参画の住みよい地域づくり

282 21 その他 02 各種市民団体 小川故郷会 大町公民館分室 不定期 19:00～20:00 小川村出身者の交流を図る
283 21 その他 02 各種市民団体 大北母親連絡会 大町公民館分室 不定期（月1、2回） 不定期 日本母親大会、長野県母親大会開催に向けての会議 ※
284 21 その他 02 各種市民団体 信濃おおまち観光活性化倶楽部・光の饗宴実行委員会 大町公民館分室 不定期 不定期 梅雨イルミネーションの展開と観光活性化
285 21 その他 02 各種市民団体 信州あづみ野特選栗大町生産組合 大町公民館分室 不定期 不定期 栗の栽培についての研究
286 21 その他 02 各種市民団体 シニア大学常盤地区同窓会　睦会 常盤公民館 不定期 不定期 親睦交流
287 21 その他 03 その他　 自衛隊大北支部家族会 大町公民館分室 不定期 不定期 会議
288 21 その他 03 その他 雀の会 常盤公民館 木曜日　 12:30～16:30 麻雀
289 21 その他 03 その他 美麻チャレンジ 美麻公民館 不定期 不定期 野菜栽培技術習得、小学生との交流、特産品栽培研究
290 21 その他 03 その他 otona女子会 社公民館 月1回 収納講座、運動、料理など


