子どもの健全育成を図る活動（23団体）
名称

概要

代表者

連絡担当者

電話

メールアドレス

主な活動場所

会員

NPO法人上越地域学校教育支援センター

上越地域の児童・生徒の教育を負託する学校教
育機関に対して、その教育活動の充実を補助す
るため各種学習情報の提供やボランティアの派
遣などの支援を行うとともに、これらの支援活動を
小林 毅夫
通じた地域住民の自己研鑽の場を提供する事を
目的としています。 わたしたちは「地域のこども
は、地域で育てる」の理念に立って、学校の教育
活動を支援します。

高本 泰子

NPO法人国際フリースクール I CAN

様々な活動を通して、子どもたちの「生きる力」を
引き出す、子ども・青少年の健全育成活動を行い
ます。大町にある活動拠点「町屋コミュニティス
楡井 辰雄
クール」は、市民と関わりを持ちながら、スクール
生以外でも気軽に立ち寄り交流の出来る場です。

チャールズ スト
025-524-0173
ラットン

charlie@freeschoolican.com

NPO法人日本ポーテージ協会新潟チューリップ支部

NPO法人日本ポーテージ協会の支部として設立。
新潟市、糸魚川市に教室があります。家庭訪問に
よる相談も行います。発達の遅れや偏りのある乳
西澤 ヒフミ
幼児の教育について相談を行います。プログラム
は「ポーテージ乳幼児教育プログラム」に基づきま
す。

西澤 ヒフミ

025-558-2035

hifumi4543＠bb.wakwak.com

NPO法人緑とくらしの学校

「子どもたちを大地へ、くらしを大地とともに」を
テーマに自然と触れ合う子育ての楽しさを提供し
ています。幼児を対象にした「森のようちえん て 小菅 江美
くてく」、小学生を対象にした「子どもしぜんあそび
塾」があります。

小菅 江美

025-523-5166

info＠green-life-school.or.jp

上越市大貫 平山
「てくてくの森」

おはなし会 そらとぶじゅうたん

子どもが好き、絵本が好き、物語が好きなメン
バーが集まって、高田図書館で絵本の読み聞か 百沢 ちかい
せ（物語を届ける）活動をしています。

百沢 ちかい

080･1295･9963

momo100-osos＠docomo.ne.jp

高田図書館

4人

ちいさなサロン なかよし（元なかよし文庫）

毎月第2、第4土曜日の午前10時～11時30分に
「ちいさなサロン なかよし」を開設しています。サ
ロンの開設日に子どもたちへ元なかよし文庫の本 河野 凉子
の無料貸し出しも行っています。おもしろい本がた
くさんそろっていますので、遊びに来てください。

河野 凉子

025-524-9446

異世代交流文庫

3人

ちおの会

季刊誌｢ちいさい・おおきい・よわい・つよい｣の読
書会や子育てのはなし等を月一回集まって行って 内田 貴代美
います。子供連れでの参加可能です。

内田 貴代美

025-544-8525

上越市市民プラザ

10人

ひつじぐも

教員、医療関係者を中心に、性教育の研究と実
践に取り組んでいます。年数回の実践、検討を行 平良木 哲也
うことを目指して、研鑚しています。

平良木 哲也

025-525-9096

上越市内

30人

ガールスカウト日本連盟新潟県支部17団

みんな明るく元気に奉仕活動をします。 少女たち
が精神的、道徳的価値を尊び、進んで奉仕し、責
笹川 久美子
任ある市民として育つように学ぶ楽しい機会を与
える。

柴田 章子

025-523-0270

チャリティーサンタ上越支部

チャリティーサンタは「サンタクロースのような人」
が増え、想いやりがつながる社会を目指していま
す。イブの夜、サンタさんが”プレゼントと夢”を届
櫻井 優樹
けた日本の家庭や支援者から頂くチャリティー
で、世界中の困難な状況にある子どもに”支援と
未来”を届けます。

櫻井 優樹

080-6810-6924

025-521-2908
025-545-9221

ホームページより問合せできます

nanten＠joetsu.ne.jp

35名

上越市内

55人

10人

50名

joetsu@charity-santa.com

上越市、妙高市

5人
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代表者
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メールアドレス

主な活動場所

会員

ポケット倶楽部

子育てを今よりもっともっと楽しんでほしいと、地
域の子育て応援誌を編集・発行しています。ほか
にもBaby&こども服・用品専門のフリーマーケット
の開催をしています。子育て中の母親が、自らほ 山縣 知子
しい情報を集めて冊子にしています。赤ちゃんや
幼児と一緒に楽しみながら編集作業をしていま
す。ぜひ仲間になってください。

山縣 知子

025-526-1099

info＠mammies.jp/pocketclub.html

一般社団法人体験共育推進協会

体験活動を通じて、学び合い共に育つことを体験
共育と位置づけ推進することにより、心豊かな人
上野 一美
格形成と地域の活性化に寄与することを目的とし
た団体です。

上野 一美

090-7802-1724

yebisu46@gmail.com

上越市内、妙高市内

10人

上越おもちゃ病院

上越おもちゃ病院は、壊れたおもちゃを無料で修
理する「おもちゃドクター」のボランティア活動を通
じ、子ども達の「ものを大切にする心」を育むこと
上越市社会福祉
上越市社会福
を目的としています。 毎月第4日曜日に「上越市
協議会 地域福 025-526-1515
祉協議会
市民プラザ」で定例病院を開院しています。また、
祉課
1月、2月以外の毎月第2日曜日に「リージョンプラ
ザ上越」でも新病院を開院します。

jsk-jouetu＠jouetushisyakyo.jp

上越市市民プラザ
リージョンプラザ上越

28人

上越おやこ劇場

とびっきりの子ども時代をおやこ劇場でたのしみ
ませんか。優れた生の舞台を鑑賞します。自主活 横田 康恵
動でやりたいことを実現する楽しさを体験します。

横田 康恵

025-522-4384

love-oyageki.joetsu@htk.ne.jp

上越市内

226人

上越カウンセリング楽習会「語らい」

不登校､ひきこもり、虐待、いじめ等々問題を抱え
苦悩している方、他者とのコミュニケ―ションが苦
手な方、家庭、職場、学校での人間関係を改善し
荒木 幸子
たいと思っている方を対象に、個人またはグルー
プでカウンセリングを行います。時間や場所は、ご
希望を伺います。

荒木 幸子

025-230-5320

sachiko-6110＠wing.ocn.ne.jp

上越市内

10人

上越市子ども会連絡協議会

地域子ども会の活動を応援すると共に町内や地
域で活動するジュニア・リーダー、シニア・リー
ダーを育成しています。会費は子ども・大人共に
270円です。会費の中には活動中の事故に対する
見舞金制度の保険料が含まれています。途中加
入もできます。まだ、加入されていない町内は是
非、仲間に入ってください。 どこの町内会にも存
瀧本 晴夫
在する子ども会ですが、少子化や地域の指導力
により、活動の内容が随分違います。子育ては、
家庭、そして地域の教育力（育成会活動）が大切
です。町内での組織と運営についての相談を受け
たり、育成会・指導者と協力して活動するリーダー
養成事業も行っています。他の市町村や県、全国
組織まであり、交流事業も盛んです。

竹内 恵市

025-524-9588

kei1012@joetsu.ne.jp

上越市内

7,236人

保育グループ「ママのポケット」

主に上越市内の指定された会場に出向いて、お
子さんをお預かりしています。子育て中、孫育て
木南 由美
中でも様々な形で社会参加・参画する方々を応援
しています。

木南 由美

025-545-1841

上越市内

12人

松平忠輝公と五郎八姫の会

高田城初代藩主松平忠輝公と五郎八姫の二人の
生涯を歌と紙芝居で綴ったものを上映(30分位)、
またDVD「松平忠輝 天下泰平へと続く孤高の道」
を上映(17分位)しています。ご依頼があれば出向
いて行います。 歴史を次世代に引き継ぎ、故郷を 佐藤 真司
誇りに思い、大切にする心が育ちますように、また
平和を願い信念を持って強く生きた二人の姿か
ら、世界の平和を上越から全国へ世界へ向けて
発信していきます。随時、会員を募集しています。

福澤 恭子

090-7270-0780

上越市内

11人

k1944@joetsu.ne.jp

15人
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牧フレッシュガールズ

牧地区の小学生を対象に活動している、ジュニア
バレーボールクラブチームです。夢・感動をモッ 清水 薫
トーに週3回元気に活動しています。

清水 薫

025-533-6691

牧体育館

社会毒から子どもを守る会

食品添加物や農薬、ワクチン、放射能、遺伝子組
み換え、電磁波などの人間社会が作り出した「社
会毒」について知識を深め、同じ想いを持った人 高橋 宏明
とつながり、子どもを取り巻く環境をより良くしてい
きます。

高橋 宏明

090-6711-4206

上越市内

認定NPO法人マミーズ・ネット

子どもの幸せを願うすべての人々が地域で支え
あって子育てできる社会を目指します。子育て応
援ひろば「ふぅ」の運営や、子育て情報の発信な
どの子育て支援活動や、企業等に出向いての子
育て講座などを行っています。また、男女共同参
画推進の講座や子育て支援を行っている人や団
体への支援も行っています。子育て応援ひろば 中條 美奈子
「ふぅ」は、子育て中の人が子どもと一緒に出かけ
られてゆっくり自分の時間が持てる場所です。男
女共同参画の視点に立った子育て支援の場、女
性の社会参加支援の場でありたいと思っていま
す。遊びに来てくださいね。活動に一緒に参加し
てくれる方、ご支援いただける方も募っています。

事務局

025-526-1099

読み語りジャックの会

子供の健全育成の為のボランティアとして、主
に、高田・直江津の両図書館でお話し会をしてい
ます。又夏と秋に「絵本とお話の部屋」を両図書
館で行います。ご希望があれば小学校、幼稚園、 高野 省子
保育園等へ大型絵本、紙芝居を持参してお話し
会をします。年間４０ヵ所の出前お話し会、年１回
３日間の読み語り基礎講座を実施しています。

高野 省子

025-522-1946

高田サッカースポーツ少年団

「サッカーの楽しさ」「楽しくプレーすることの大切
さ」を団のポリシーとしています。年に1度の盛大
なクリスマス会、親子フットサル大会、集大成とな
る感動の卒団式などの行事もあります。年長から
大島 裕司
6年生まで、ジュニア・ミドル・セカンド・トップチー
ムと4つのカテゴリーに分かれて活動しています。
経験豊富な監督や若さあふれるコーチたちと一生
懸命練習に励み、各種大会に出場しています。

大島 裕司

info＠mammies.jp

joetsutakadasss＠gmail.com

会員

1人

175人

高田図書館
直江津図書館

27人

高田西小学校グラウン
ド・やぶの川辺公園・南
本町小学校など

50人

