
補助金決定額

　　　　     　円

豊科
福祉・健
康

吉野子育てサークル「ひよ
キッズ」

ひよキッズ
乳幼児を持つ親子が集い、情報交換や親子・地域住民とのふれあい
交流を進める。安心・安全な子育て環境について他地域のサークルと
の交流会を企画・実施する。

20,000

豊科 　　〃 高齢者健康づくり事業
新屋健康マージャン推
進隊

家に閉じこもりがちな主に男性高齢者を対象に“賭けない、吸わない、
飲まない”を基本スタイルにした健康マージャンを通して、高齢者の健
康づくりと地域の世代間交流を進める。備品購入費

46,000

豊科 　　〃 寺所いきいきサロン
寺所地区社会福祉協議
会

高齢者が社会とつながりを持ちながら、心身ともに健康で活き活きと過
ごすための手助けをする。各種教室・講習会、ウォーキングなどを月例
で実施。材料費

100,000

豊科 　　〃 親子いきいき交流事業
母子寡婦福祉会

親と子が楽しく横のつながりと交流を深める中で、一人二役の母（父）
親の苦労、それを分かち合う子どもの苦労を仲間で語らい、情報交換
や悩みの解消を実現する。いきいき講座、親子レクの実施。

18,000

三郷 　　〃 おひさまキッチン出張教室
おひさまキッチン出張
教室

地域の旬な食材を活用した託児所つきの親子料理教室の開催。親子
が集い、情報交換やふれあいの場を提供する。料理を学びたい方に
場所を提供し情報交換を行う。・謝礼、原材料費

100,000

三郷 　　〃 熟年期の生きがいづくり
安曇野地域住民ネット
ワーク福祉グループ
「茶飲み友だち」

　家に閉じこもりがちなお年寄りの生きがいづくりの場所として、講演会、座談
会、映画会、茶話会等を企画・実践し、広く参加を呼びかけ地域での仲間づく
りを推進させる。・謝礼、原材料費、印刷製本費、借上料

36,000

三郷 　　〃 あずみ野音声パソコン教室
あずみ野音声パソコン
教室

　視覚障害の方が日常生活を豊かに過ごせるように、音声パソコンの習得だ
けでなく、読書器「プレイストーク」・体力づくり・化粧・料理・白杖の歩行や靴の
選定・携帯電話の使い方等の各種講習会の開設する。・事務消耗品費、謝礼

100,000

三郷 　　〃 地域での子育て支援 子育て応援隊　ＭＧＯ
親子ビクス教室を中心として子育て中の親子の交流を図り、地域全体
で子育ての応援ができるような環境づくりを推進する。
・事務消耗品費

46,000

明科 　　〃
インターバル速歩の実践講
習会およびお話音楽会

宮中区地区社協福祉推
進委員会

高齢者の健康維持・予防医療のため、インターバル速歩の実践を学
ぶ。童謡や唱歌などお話音楽会を開催する。
・講師謝礼、案内チラシ印刷代等

64,000

明科 　　〃
子育てサポート事業”親子で
昔懐かし　あ・そ・び”

たんぽぽキッズ
子育てサポーターや地区のお年寄りが協力して、公民館で就園前の
児童を対象に子育てを支援する。
・水遊び用プール、紙芝居舞台等

36,000

豊科
文化・ス
ポーツ

第2回安曇野いけばな展
安曇野いけばな協会

資格や流派にこだわらず市内外から広く参加をいただき、芸術文化の
香る地域づくりを進める。日本の伝統文化をとおし世代間の交流を図
る。会場費、印刷費

100,000

豊科 　　〃
あずみ野子ども劇場 地域
交流公演

あずみ野子ども劇場
プロによる児童演劇の公演を通じ、運営体験やワークショップにより子
ども達を主役に年齢･地域を越えた交流を深める。児童劇団員、親子
間、観劇者を含む幅広いふれあいの機会とする。上演料

100,000
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豊科
文化・ス
ポーツ

地域の伝統文化である祭
囃子の存続と次世代への
継承

真々部祭囃し保存会
郷土に伝わる芸能文化を未来へ向け伝承するために、地域の若者を
対象に、指導練習を月例で実施し、併せてルーツの調査研究を行い後
世へ残す。備品費

45,000

豊科 　　〃 安曇野アート祭
安曇野アート祭実行委
員会

地域の団体が連携しつながりを深め、地元の芸術作品をとおし住民のふれあ
いと子供たちや親子間の交流を深める。併せて安曇野のイメージを高め地域
振興に貢献する。・借上料

100,000

穂高 　　〃
少年少女絵画教室「ふるさと安
曇野を描こう！」 高橋節郎賞
少年少女安曇野の風景画展

安曇野高橋節郎記念美
術館友の会

市内小中学生を対象に絵画講習を実施し助言を受けながら風景画を制作。
「少年少女安曇野の風景画展」を開催し、高橋節郎賞ほか審査を行う。
・報償費　・消耗品、印刷製本費

66,000

穂高 　　〃 第29回あづみ野菊花品評会 あずみ野秋香会
菊の愛好者の栽培技術を磨くと共に初心者指導に重点をおき、菊栽培
の楽しさを理解してもらう。
・施設費　・運搬費　・報償費

100,000

穂高 　　〃
猪鹿牧の歴史・自然と生活
を記録する事業

猪鹿牧の歴史・文化と
生活を考える会

猪鹿牧の歴史・自然と生活を調査し、地図上に記録し、この地域をよく
理解することにより、情報を共有し地域の活性化を目指す。
・原材料費　・消耗品費

100,000

穂高 　　〃 安曇野吹奏楽団 安曇野吹奏楽団
ボランティア演奏、企画演奏、依頼演奏、安曇野市内各種音楽団との
交流等演奏活動を通じ人間性、音楽性の向上を図る。
・謝礼　・借上料　・備品購入費

100,000

穂高 　　〃
会員美術展開催と会報の発
行

碌山美術館友の会
会員の絵画、彫刻、工芸作品の募集をし、展示をすることにより、碌山館を多く
の人に知ってもらうとともに交流を深め、安曇野の文化を発信する。　・借上げ
料

91,000

穂高 　　〃 安曇野囲碁研究事業 安曇野囲碁同好会
囲碁の研鑽および、囲碁大会の開催を通じ、幅広い年代層の交流を深め、地
域づくりに貢献する。
　・備品購入費

41,000

三郷 　　〃 山車新調記念お祭り作品展 野沢地区公民館
　野沢区山車新調記念事業として、お祭りに関わる絵画、書、絵手紙、
写真、随筆、詩、短歌、俳句等を区民から募集、展示し、子どもを対象
とした絵画、絵手紙教室を開催する。・印刷製本費

80,000

三郷 　　〃 七日市場の歴史を学ぶ
七日市場の歴史を学ぶ
会

　郷土の歴史と伝統文化を継承していくため、古文書調査研究、中学
生との地域めぐり、郷土食の講習、区誌編纂、歴史遺産の視察研修、
講演会等を行う。・謝礼、印刷製本費

60,000

三郷 　　〃 三郷の郷土研究 三郷郷土研究会
　郷土文化を向上していくため、三郷の自然と歴史・文化の調査研究
及び発表会、講演会、視察を行う。
・通信費、謝礼、印刷製本費、

100,000

三郷 　　〃 安曇誕生の系譜を探る
安曇誕生の系譜を探る
会

安曇野地域の古代史を研究し、安曇誕生のルーツを探るたため、学習
会・研究会を行い、安曇野ブランドのイメージアップと協働のまちづくり
の推進を図る。 ・通信費、印刷本費、謝礼

100,000

堀金 　　〃
臼井吉見を顕彰し広く知ら
しめるための講演会と会報
の発行

臼井吉見文学館友の会
”安曇野“という響きの良い呼び方を小説により全国に知らしめた、臼
井吉見を慕い顕彰し、文化活動と会員のみならず広範囲に交流、啓発
を図る。・講師謝礼、会報発行

100,000

堀金 　　〃 小田多井囲碁同好会 小田多井囲碁同好会
囲碁の健全な発展、普及振興に寄与し、会員相互の親睦を図るととも
に、地域の交流の輪を広げる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・基
盤、囲碁セット、囲碁対局ソフトの購入

36,000



堀金
文化・ス
ポーツ

親子でのびのび運動あそび
教室

安曇野総合型地域ス
ポーツク ラブ スポ
ネット常念

運動が苦手な子どもでも楽しめるような「運動あそび」を体験させ、スポーツに
つながる「動きのもと」を身に付けさせ「爽やかな笑顔でつながる安曇野のまち
づくり」を目指します。・指導者謝金、旅費

23,000

堀金 　　〃
写真愛好家による地域おこ
し

安曇野写真クラブ
写真を趣味とする者が集まり、写真技術の向上を図るとともに、堀金地
域の景色の紹介、ウオ－キングコースの設定をする。
・印刷費、額縁購入代

29,000

明科 　　〃
御宝田マレットゴルフ場環
境整備事業

御宝田マレットゴルフ
クラブ

地域住民が手づくりでコースを整備するとともに、コース内の花壇に芝
桜を植える。
・備品購入、花の苗

50,000

明科 　　〃
蜂ケ沢マレットゴルフ場環
境整備事業

荻原マレットゴルフク
ラブ

地域住民が維持管理している蜂ケ沢マレットゴルフ場の環境整備を行
い、憩いと交流の場を創出する。
・コース案内板

86,000

明科 　　〃 明科龍神太鼓継承事業
明科龍神太鼓

演奏環境の整備充実を図り、中学生を対象にした講座を開設するとと
もに、他団体との交流を深める。
・備品購入

100,000

明科 　　〃 文化振興活動事業
「せせらぎ」を愛する
会

自然体験交流センター「せせらぎ」で切り絵教室や講演会など文化振
興活動事業を行い、憩いと交流の場を創出する。
・講師謝礼、印刷費等

37,000

明科 　　〃
Ho Ho ほーたる来いコン
サート

Ho Ho ほーたる来いコ
ンサート実行委員会

プロの演奏家による演奏会と水辺のホタルの観察会を行い、芸術文化
の向上並びに環境意識の高揚を図る。
・出演者謝礼、チケット印刷費等

60,000

明科 　　〃
明科音頭みんなで踊ろう事
業

明科音頭保存会
明科音頭を小中学生やお年寄りに指導し、地域への普及を図るととも
に保存していく。
・備品、謝礼、通信費

41,000

明科 　　〃
安曇野チャリティーコン
サート開催事業

安曇野チャリティーコ
ンサート実行委員会

バンド演奏や和太鼓、吹奏楽団など音楽愛好団体がコンサートを開催
し、交流を深める。同時に募金活動も行う。
・通信費、印刷費、借り上げ料等

60,000

豊科
地域づく
り

真々部区史編纂及び地区宝
探し

真々部区
郷土の歴史と伝統文化・伝統芸能を継承していくため、区史編纂、地
区歴史の目録作り、区民のマップウォーキング、真々部小唄のCD化を
行う。　・印刷費

100,000

豊科 　　〃 づく出せ一花咲かせ会
づく出せ一花咲かせ隊

中高年者の料理講習を通じ、交流を深め区の活性化に資するため、｢
物づくり」「食の文化祭・講演会」を通し、他団体との交流を進める。　原
材料費

100,000

豊科 　　〃
ふるさとウォッチングin安
曇野

信州ふるさとづくり応
援団安曇野支部

身近な地域の資源と歴史・文化を歩いて学ぶ「ふるさとウォッチング」を
３回実施。多くの市民参加により世代を超えた交流を深め、地域を再
認識することで市民主体の地域作りにつなげたい。印刷費

57,000

豊科 　　〃
年末の「注連飾り」製作を
通じた地域交流事業

本村勤労者協議会
伝統の文化と技術の継承を図り、製作を通して会員相互の交流と、地
域住民、世代間交流を進めることで地域の連帯感と活性化を実現す
る。一人暮らし高齢者宅へ取りつけサポートを実施。原材料費

85,000

豊科 　　〃
2008.Azumino. 光 の ペ ー
ジェント

Azumino.光のページェ
ント実行委員会

地域を越えて市内の子ども達や若者を中心にした市民ボランティアに
よるイルミネーション飾りで市民に夢を与える。エコロジー点灯、フォト
コンテスト、助け合い募金の実施。材料費

100,000



豊科
地域づく
り

安曇野の里納涼祭り
安曇野の里納涼祭り実
行委員会

地域の活性化・連帯感と伝統文化の伝承を目的に、地域をあげて昔な
がらの盆踊り、花火大会を実施する。手作りの灯篭流しや盆提灯の製
作を通し、希薄になっている世代間の交流を深める。材料費

100,000

豊科 　　〃 菜園’Ｓキッズ

創　生活環境運営チャ
イルドケアルーム
「育」

地域にある施設、資源を使って、自然や土に親しみ、親子がふれあ
い、地域住民との交流を図る。燻製づくり、野菜づくり、安曇野再発見
親子ウォーキング。原材料費

91,000

豊科 　　〃 安曇野の田んぼの楽校
豊かな学校給食を考え
る会

安曇野の伝統文化、人の関わりを感じ食と農に関心を深める。小学生
を中心に定植から収穫までの農業体験。田畑の生き物調べ。耕作放
棄地を利用しひまわり油絞り。給食まつり。

100,000

豊科 　　〃 いつまでも輝き塾
田沢輝の会 地域の高齢者が、家から出て、輝き塾での交流を通じお互いに支えあい、活き

活きと元気に過ごす。・ 材料費
100,000

豊科 　　〃 ふれんど農園
ふれんど農園実行委員
会

「いのちと環境を守る」意識を根幹におき、遊休農地を再活用し、有機農業を
実践しながら食の安全と農業のあり方を学ぶ。収穫祭をとおして地域や子供た
ちにも発信し、交流と仲間づくりを進める。　・材料費

34,000

穂高 　　〃
日常役立つ法知識の定着、
向上支援事業

安曇野Y.M.O
「権利と義務」、「契約」、「犯罪になりうる行為」、「トラブルにまきこまれない知
識」等、日常直面する法に関する基礎的知識の普及、啓発事業を実施。
・謝礼　・借上料　・備品購入費

100,000

穂高 　　〃 きのこ研究事業 きのこ研究会
きのこ山の管理、きのこ採取をしながら、食用非食用の講習会を開催し、安曇
野のきのこについての知識を多くの市民に広める。
・借上げ料

70,000

堀金 　　〃
伝統行事「道祖神祭りと甘
酒の会」の復活

下村南常会
道祖神祭りを通じて、地域の交流と世代間交流を行い、住民の相互理
解と絆を強くすることにより、地域の支えあいを構築し生活と和平を目
指す。・幟布、筆耕代

90,000

明科     〃 我が家の味”大集合” YAM（ヤン）
我が家の味”大集合”を開催し、世代を超えて交流しながら伝統食や行
事食の継承、啓発を図る。
・印刷製本費、講師謝礼等

40,000

明科 　　〃
潮沢廃線敷をみんなで整
備しよう事業

ケヤキの道
JR廃線敷をウオーキングや森林浴など市民交流の場とするため整備
するとともに間伐材を活用して地域の子どもたちと交流する。
・借り上げ料、消耗品費

50,000

豊科 教育 食の伝統文化こども教室
豊科農村女性学習会

昔から作り続けてきた伝統食や食文化を次世代を担うこども達に伝え
る。児童館との連携も図りながら「食文化の歴史」、「安心･安全な食
品」、「自給自足」、｢地域の伝統食」等の学習。原材料費

64,000

豊科 　　〃 安曇野流すてきな暮らし
安曇野流すてきな暮ら
し実行委員会

地元食材や郷土食を題材にベテラン主婦料理講習、子育てサークル・
児童館への出前講座、食と農講演会、他のサークルとの実習交流等
を実施する。幅広い市民間交流を実現。材料費

100,000

豊科 　　〃 寺所ふれあい文庫
寺所ふれあい文庫実行
委員会

各家庭にある不要本の寄贈を呼びかけ、公民館内に文庫コーナーを
設置し、地域の子ども達や親子に開放する。子ども達の読書意欲の向
上を図り、世代間交流を進める。備品費、図書購入費

50,000

変更 



豊科   環境
10万都市安曇野に最も適し
た環境づくりを進める会

安曇野市地球温暖化防
止活動推進員協議会

地球温暖化防止活動を通して、安曇野市の環境づくりを広く地域に発信する。
市民・企業・学校を対象とした講座・研修会による普及啓発、研究活動。・材料
費

54,000

豊科 　　〃 みんなで進める環境づくり
エコサクラ美励会 新興住宅地における「地域の環境は自らの手で」をテーマに区民総参加のま

ちづくりへのきっかけづくり。・備品費
100,000

三郷 〃
遊休農地に花を咲かせ実を
採る事業

黒沢自由塾
　遊休農地を活用し、四季折々の花や蕎麦等の栽培、堆肥作りの講習
会、地場産品を活用した料理講習会を開催し、若い農業者に夢と希望
が描ける交流の場を提供する。・謝礼、印刷製本費

100,000

堀金 　　〃 “堰とのふれあい”
小田多井水利管理委員
会

生活の源である“水”の歴史を学び、参画による「堰の保全」活動により
区民の交流を図るとともに安曇野の環境美化を目的とする。　　　・印
刷代、編集指導・筆耕代

0

堀金 　　〃 小田多井花街道 小田多井花街道の会
区民の共同活動を通じ、地域に花を定植し、育てることにより良好な景
観と環境を形成することを目的とする。　　　　　　　　　　　　　　　　・花

45,000

堀金 　　〃
安曇野堀金「れんげの里」
づくりプロジェクト

安曇野堀金「れんげの
里」プロジェクトチー
ム

遊休農地の利活用を図る上で有効と思われる「れんげ」を地域に復活
させ安曇野堀金地域の魅力向上につなげる。　　　　　　　　　　　　・種
代、用地整備

88,000

明科 　　〃
白鳥等冬の渡鳥の生息環
境整備と観察指導事業

御宝田白鳥の会
渡鳥が安心して生息できる環境を守り、人と野生動物がふれあえる自
然観察学習の場を整備する。
・備品購入、野鳥ガイドの作成

100,000

明科 　　〃
長峰山絆の森遊歩道の樹木
札整備事業

森倶楽部２１
多くの人が里山に親しめるよう長峰山絆の森の遊歩道に樹木札を設
置する。
・備品購入、原材料費

50,000

堀金
国際交

流
中国研修生との親善交流
事業

明科日中平和交流会
企業に勤務している中国研修生と住民との交流会を開催し、親善交流
を深める。
・原材料費、借上料、謝礼等

79,000

明科 〃
中国を主としたアジアとの
相互交流

安曇野堀金日中友好協
会

日中両国民の相互理解と友好を深め、会員相互の親睦を図り、日本と
中国の平和と繁栄に貢献する。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・講
師謝礼、料理教室材料代

100,000

4,518,000

健康・福祉　　　　       　１０
文化・スポーツ　 　       ２５
地域づくり　　　　　　　　　１５
教育　　　　　　　　　　　　　３
環境　　　　　　　　　　　　　８
国際交流　　　　　　　　　　２
　　　計　　　　　　　　　　 ６３
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変更 
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