
補助金額

1
安曇野市長杯争奪　カラオケ選手権・紅白歌
合戦大会

NPO法人　安曇野音楽文化サポートネッ
ト

カラオケ大会を通し、安曇野市５地域の活性化及び音楽文化の向上を図る。市内外で活躍するサークル
や、市内の中高の吹奏楽部や和太鼓クラブにも広く参加を呼びかけ、音楽を通じた大勢の人々の交流を
促す。

地域づくり

2 介護者サロン「ほっと一息」 NPO法人　からだ堂
介護予防健康体操やカラオケを通して近所との交流及び情報交換の場を提供するとともに、居宅で介護
されているご家族の癒しの場を提供する。

健康・福祉

3 安曇野音楽フェスティバル2012 安曇野音楽フェスティバル実行委員会
安曇野市内で活動する音楽家や舞踊家を対象にした音楽会を行うことで、安曇野市の音楽文化の向上を
図るとともに、音楽を通じた仲間づくりの場を提供する。

地域づくり

4 吉野神社例大祭における出店 お祭りを盛り上げる会
平成24年度の吉野神社の秋の例大祭において出店をし、地域の伝統のお祭りを盛り上げることで地域住
民の話題づくりやコミュニケーションの場の提供を行う。

地域づくり

5 ゆめりんの会 ゆめりんの会
子供や高齢者を対象として紙芝居を行い、交通安全の啓発や、民話を通じた地域学習の場を提供すると
同時に、参加者どうしの交流や親交を深める。

地域づくり

6 子どもパワーで祭り活性化 新田こども会育成協議会
新田神社におけるお祭り等の各イベントについて、子どもたちに企画・運営に積極的に参加してもらい、家
族・親戚・知人を含めた多くの人の交流を促し、お祭りを活性化させることで地域づくりに貢献する。

文化

7 楽器を作ろう！楽しもう！ あずみ野子ども劇場
市内の子どもを対象にして音楽的道化師による指導のもとで楽器の作成を行い、作った楽器で演奏会を
行う。その過程において、子どもたちが創造力を自主性を身につけるとともに、異なる地域、異なる年齢の
幅広い交流を促す。

文化

8 新田区飴市祭事業 飴市祭保存実行委員会 恒例行事である飴市祭行事の伝承と後継者の育成を行う。 地域づくり

9 ひめこぶしの家十周年記念事業 特定非営利活動法人ほのぼの会
地域福祉施設ひめこぶしの家が開設から10周年を向かえたことで記念冊子を作成するとともに、利用者
の方と赤飯作り及び交流会を行う。

健康・福祉

10 フリースペースよりましょ 特定非営利活動法人　生活支援舎
「地域の多世代交流拠点づくり」を目的に行う複数の事業のうち、「こころとからだの健康教室」「作って食
べる会」「サマースクール」において、高齢者や子どもを含め、地域の多世代の交流の場を提供する。

健康・福祉

11 家庭料理のコツを学ぶ！ ほほえみの会
地元の身近にある食材や旬のものを用い、安心・安全を目標にして家庭料理教室を年12回開催する。子
ども連れ、夫婦、三世代さまざまな参加者が集い、料理を通じた人々の交流が生まれる。

地域づくり

12 子供たちの豊かな情操を育む事業 安曇野にジブリの世界をつくる会
多くの子供たちがジブリ作品に触れる機会を多数提供し、ジブリ作品を通じて心豊かな情操を育むととも
に、それを見守る保護者を含む市民の絆を結ぶ機会とする。

教育
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13
健康管理、消費者力など生活知識の普及事
業

脳健６０
健康管理や消費者力など生活に役立つ知識の学習の場及び検定の場を提供し、脳の活性化させ生涯を
健康・健全に生き抜くための意識を醸成させるとともに、それらを通じて多くの人が気軽に立ち寄り、交流
を活性化させる。

健康・福祉

14 花を通じた交流事業 安曇野いけばな協会
安曇野いけばな協会と、現代花であるフラワーアレンジメントを行うグループによる協同事業としていけば
な展示活動を行う。花に関する勉強会や花生産者との交流会を行い、花による人のつながりを広める。

地域づくり

15 豊かな湧水と湧水河川を活かしたまちづくり
特定非営利活動法人　川の自然と文化
研究所

安曇野を流れる川に関連する自然と文化について、調査研究を市民とともに行い、関連情報を収集・蓄積
するとともに公表し、湧水と湧水河川を活かしたまちづくりに貢献する。

環境

16 護身と防犯を通じた親子と地域の交流事業 母子寡婦福祉会
地域の親子を対象に防犯講座・護身術講座を開き、自分の身は自分で守る精神のもと、知識と技術を身
につける。また、防犯をテーマに日頃の悩み等を話せる場を提供し、情報共有や地域のつながりづくりを
行う。

地域づくり

17
生産者・消費者ともに食の安全について考え
る

安曇野オーガニックネットワーク
講演会・学習会の開催や、有機栽培された農産品を食材とした１日レストランの開催を通じ、安心・安全な
地元の農産品の利用促進を図るとともに、生産者と消費者の間の交流を深める。

農業

18 平成24年度アルプス区納涼祭 アルプス区納涼祭実行委員会
アルプス区の伝統行事である納涼祭を盛大に開催することにより、区民のさらなる親睦・交流の機会とし、
つながりを一層強固なものにする。

地域づくり

19 アルプス区健康づくり教室 アルプス区健康づくり推進委員会
高齢化の著しい区民が元気で丈夫に暮らせるよう、ストレッチ体操やウォーキング、料理教室等を行い、
参加者どうしの交流と楽しい健康づくりの場を提供する。

健康・福祉

20 成相区初市事業 初市実行委員会 恒例行事である初市行事の伝承と後継者の育成を行う。 地域づくり

21 日中友好交流をすすめる音楽会及び懇談会 安曇野市日中友好協会
国交正常化40周年にあたり、市内地域で中国楽器による演奏会及び留学生・就学生との交流会を開催
し、日中友好の絆の強化を推進する。

文化

22 中曽根いきいきサロン事業 中曽根地区社協
区民の交流と福祉向上を図るとともに地域の伝統文化を次世代に継承するため、伝統食教室や陶芸教
室、寄せ植えの機会を提供する。

地域づくり

23 地元野菜を通じた世代間交流事業 本村地区婦人会
区婦人会有志による安心・安全な野菜作りを行い、収穫した野菜を区内の各種イベントに提供する。野菜
の収穫には区内の子どもにも参加してもらい、区民の交流を活性化させる。

農業

24 寺所夏祭り 寺所夏祭り実行委員会
子どもたちの自主企画による催しや、地区内の農産物を加工した料理の提供等、各種イベントを含む夏祭
りを実施する。世代を超える区民の交流により、地域力の強化を図る。

地域づくり

25 地球をスクウンジャー公演活動 地球をスクウンジャー

「地球をスクウンジャー」の公演を通じ子供たちに夢と希望を与えることで、未来を支える人材を育成する。
スプーンやフォークといった家庭用食器や台所用品を使用しコスチュームに装飾し保育園、老人クラブ等
で公演を行う。 教育
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26 菊作り講演会 あづみ野秋香会

新しく菊づくりをしたいひとたちを対象に講演会、講習会を開催し交流をはかり、菊作りの技術向上を図
る。

文化

27 パソコンお助けプロジェクト 安曇野パソコン研究会

パソコン初心者を対象にパソコンの利用促進をはかるために、パソコン講座を定期的に開催し、パソコン
を通じ市民通しの交流の促進をはかる。

教育

28 猪鹿牧の歴史と文化を調査記録する事業 猪鹿牧の歴史・文化を考える会

猪鹿牧の古い歴史を掘り起こし文化・生活を調査研究をすることにより地域の活性化をはかり、その成果
を安曇野市内外に発信する。

文化

29 御船事業の担い手（後継者）の育成 豊里御船保存会

子供船制作・曳航・人形制作・お囃子の演奏等を通じ地域の担い手を育成し、これらを通して豊里の子供
たちや地域の子供たちを育み地域に人々との繋がりを深める。

地域づくり

30 農業体験をつうじた地域交流活動 豊里菜の花プロジェクト

農業体験を通じて交流の輪を広げ人々のつながりをより深くすると共に休耕地、荒廃地の維持管理と地
域景観の保存を図る。

農業

31 安曇野の人物誌（講演と発刊）
特定非営利活動法人安曇野文化講座
実行委員会

郷土出身で功績をあげながらも、郷土であまり知られていないの人物について講演会を開催し、市民に紹
介し、併せてその内容をブックレットとして発刊する。
謝礼、印刷製本費

文化

32 「ぱおぱお食育講座」開催事業 ＮＰＯ法人子育て支援ぱおぱお

地域の先輩主婦や食生活改善グループの方を講師に、子育て中の若いお母さん達を対象とした食育講
座を開催し、伝統的な料理を受け継いでもらうことで異世代交流を図る。また、外国人の方を講師に、外
国の料理講座を開催し、国際交流を図る。
事務消耗品費、謝礼、原材料費、備品

地域づくり

33 花とのふれ合い事業 中萱長寿会
花壇づくりを通じて子供やその親にも参加いただき、世代間の親密度を増やす。
事務消耗品費、原材料費、備品、借上料、印刷製本費

地域づくり

34 涅槃会の復活と戦後七日市場地図の製作 七日市場の歴史を学ぶ会
涅槃会の復活と戦後の七日市場地図の製作を行い、先人を偲び、地域を見つめ直す。また、地区の中学
生との世代間交流を行う。
事務消耗品費、謝礼、原材料費、印刷製本費、借上料

文化

35 出会い、ふれあい、生きがい事業 あづみの音声パソコン教室
視覚障がい者の養護盲老人ホームの見学と講演会・入所者の皆さんとの交流を行う。また、会の１０周年
をまとめた記念誌（ＣＤ）を編纂し、会の事業を啓蒙し、入会者を募る。
借上料、謝礼、印刷製本費、事務消耗品費、通信費

健康・福祉
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36 菜園友の会 菜園友の会
農業を通して地域、世代、生活の環境の違う人のつながりをつくり深める。体を動かす事も少なく、人の交
流も少なくなりがちな秋冬の期間また農繁期では個々に忙しかった農家の者も、ハウスを使った秋冬野菜
の栽培を通し仲間で作業することで、さらに農業の楽しさ、喜びを有しながら技術を学び高める。

農業

37 桜並木を守る会 桜並木を守る会
平成22年に県の元気づくり支援金を利用して扇町区の桜の伐採・剪定を行いましたが、今後の桜の成長
とともに会員を中心に手入れを行い、もう一度安曇野市の桜の名所として扇町区民のみならず多くの観光
客が訪れる景勝地、地域の財産として守り、管理していく。

環境

38 田多井音頭保存の会 田多井音頭保存の会
昭和42年から続く伝統ある田多井音頭を後世に残していくための資料の編纂と、田多井音頭を音源化し
語り受け継いでいく。

文化

39 地域活性化事業 盛り上げ隊
世代を超えた交流の場を提供していくための諸活動を企画、実行、支援していく。地域で行われる各種行
事に積極的に参加し、支え合う地域づくりに必要な絆づくり、地域住民のコミュニケーションの醸成を図る。

地域づくり

40 心も体も安曇野ヨサコイソーラン事業 ファイティングパキラ
福祉施設、学校等でのボランティア演舞活動をはじめ、県内外のイベントで、あづみ節が織り込まれたオリ
ジナル楽曲を通して、安曇野のよさをアピールする。また、その曲をおどっている私たちの演舞活動を見て
いただき、一人でも多くの方に安曇野に興味を持ってもらい、観光に訪れてもらうことを目的とする。

地域づくり

41
「五カ用水物語」大型紙芝居制作、水と食の環
境普及事業

ふるさとの水と食と文化を考える会・
YAM
代表：平林千代

明科を流れる五ケ用水完成までの物語「五ケ用水物語」の大型紙芝居の制作や、水と食に関する文化的
イベントの開催を通じて、先人たちの苦労や生活の知恵を伝えると共に、ふるさとの環境の大切さを考え、
明科地区内外の人との交流を図る。

文化

42 「あすなろ風土記」創作事業
信州安曇野あすなろの会
代表：平林千代

昨年から取り組んでいる「あすなろ風土記」（日本の農業の四季を語り淘汰とお囃子と作業の踊りで綴っ
た）の更なる充実
・聴覚障害者との太鼓交流会を通して互いの理解を深める
・「あすなろ風土記」の公園を通してふるさとのこころを広く伝える。

文化

総　　額 4,993,000


