
補助金決定額

　　　　     　円

1 づく出せー花咲かせ会 づく出せー花咲かせ隊
地域の交流を深め、中高年（熟年退職者）の料理講習、燻製づ
くり等の「物づくり」を実践し、将来地域の特産化につなげる。
・講師謝礼、材料費等

80,000 豊　科

2
真々部区史編纂及び地区宝
探し

真々部区
真々部区の歴史・伝統文化を伝承するため、区史の編纂と地
域再発見のウォークラリー宝探しによるマップ作りを行う。
・マップ製作費、器具費等

100,000 　〃

3 北小PTAサマーキャンプ 豊科北小サポート隊
学校・学年を超えた子どもや親同士のコミュニケーション・情報
交換の機会づくりを目指し、北小校庭で1泊2日のキャンプを実
施する。  ・食材費、謝礼等

100,000 　〃

4 安曇野いけばな展 安曇野いけばな協会
一般の出展者を募集し、日本の文化「いけばな」を通しまちづく
りを進める。
・会場費、印刷費等

100,000 　〃

5
あずみ野子ども劇場 特別
公演

あずみ野子ども劇場
「オニガラ」特別公演の会場作りや事前ワークショップを通し
て、親子のふれあいの場や地域の人たちとの交流を進める。
・公演料、会場費等

100,000 　〃

6
ボランティア活動による支
えあい地域づくり

上鳥羽とんぼの会
高齢者世帯の見守り活動や介護教室などを実施し、お互いに
助け合いながら安心安全に暮らせる地域社会を目指す。
・謝礼、材料費等

68,000 　〃

7 地域高齢者の慰問 白鳥会
昔話などのオリジナル劇で福祉施設や各地域の高齢者の集ま
りに出向き慰問交流を行う。
・謝礼、材料費等

54,000 　〃

8
日本舞踊による高齢者交流
事業

舞踊香玖美会
日本舞踊による福祉施設への慰問、地域のイベント参加での
交流を行うとともに発表会を実施する。
・会場費等

28,000 　〃

9
第1回あづみのバスケット
ボールリーグ

安曇野市バスケット
ボール協会

市内チーム総当りの第1回リーグ戦を手作りで実施すること
で、学生ばかりでなく各世代間の交流と連帯感の醸成を図る。
・備品、借上料等

100,000 　〃

10
下鳥羽親子サークル チル
ミル

下鳥羽親子サークル
チルミル

小さな子を持つ親同士、また地域の方との子育ての悩み・不安
を解消する交流の機会として、様々な体験活動を企画実施す
る。　　　　・材料費、図書代等

60,000 　〃
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補助金決定額
　　　　　円

11 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

地元農産物の知識、料理法などを学びながら、市民間・世代間
交流、生産者と消費者交流を図るとともに、農業への理解を深
める。　　　　　　　　　・謝礼、材料費等

80,000 豊　科

12
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

地域の自然、歴史、文化などを歩きながら学び、世代間交流も
進める。企画のPRのため積極的な広報事業を行う。
・広報費

50,000 　〃

13 しなやか健康づくり事業
本村地区社協しなやか
健康クラブ

地域の高齢者が月1回、健康作りと地域の助け合いの絆を深
めるため、ウォーキング、ストレッチ体操、寄植え講習などを行
う。　　　　　　　・材料費、謝礼等

82,000 　〃

14
地域づくり実践活動「子ど
も公民館事業」

中曽根子ども公民館事
業

地域の子ども達の主体性を尊重し、子どもによる事業企画、広
報活動を展開し、大人もかかわることで世代間交流も推進す
る。　　　　　・材料費、印刷製本費等

30,000 　〃

15
安曇野で健やかに子どもが
育つ環境づくり（～きっか
けは給食から）

豊かな学校給食を考え
る会

農業体験や給食まつりを通じて「食」への意識を高め、子ども
たちが健やかに育つ環境づくりを進める。
・謝礼、材料費等

84,000 　〃

16
市内音楽ボランティア交流
発表会

あいずみの会ボラン
ティアグループ

市内音楽ボランティアが協力・連携して邦楽の交流発表会の
実施とボランティアへの要請に応えるべくガイドブックの製作。
・会場費、謝礼等

31,000 　〃

17 つくし会サロン 踏入恵光院つくし会
健康づくりの実践活動として、寄せ植え講習、箸づくり、健康体
操等を行い地域内の和を保ち、併せて世代間の交流を図る。
・謝礼、材料費等

31,000 　〃

18 サロン琴の会 踏入すずらんの会
琴を通じて地域の人たちの生きがい事業として実施する。日々
技術の向上を図り、敬老会や地域の集会に参加し交流を進め
る。　　　　　・謝礼、備品等

30,000 　〃

19 北耕地サロン 踏入寿会
高齢者の生きがいと健康づくりを目的に、講習会・講座を実
施、児童館の子どもと、ふれあい農園での交流を進める。
・謝礼等

38,000 　〃

20 陶芸教室 踏入陶芸教室
陶芸の技術向上に努め、地域の人たちを対象に陶芸教室を開
催し高齢者の生きがい対策と市民交流を深める。
・備品費、謝礼等

48,000 　〃

受付番号 申　請　団　体　名　　事　　業　　名 　　事　　業　　概　　要 支所別



補助金決定額

　　　　　円

21
中国葫芦島市少年少女教育
音楽団演奏会

安曇野市豊科日中友好
協会

市内小中学校での友好交流演奏会、市民対象に演奏会を行
い、国際交流教育を推進する。
・滞在費、謝礼等

100,000 豊　科

22
安曇野に相応しいさくらを
育成し、美しい桜の花咲く
故郷にする

安曇野　緑の会
安曇野市全体の桜の実態調査、この地に相応しい種類の検
討、桜を見る会の実施、育成と植樹を行う。
・桜苗代等

76,000 穂　高

23
安曇野市に於けるオーケス
トラコンサートの開催

安曇野シンフォニー楽
友会

音楽愛好家が協力して、オーケストラコンサートを開催すること
により、市の芸術文化環境の向上、市民相互の一体感・連帯
感を醸成する。　　　　　　・合唱指導謝礼等

100,000 三　郷

24
市内施設における文化講演
会の開催

安曇野文化講演会
安曇野文化に関する堅実な研究者、研究内容を発掘し、市民
に学術的価値のある情報を講演会を開催して提供していく。
・講師謝礼

100,000 　〃

25 介護情報の編集・提供事業 介護者サロン円
介護にかかわる人、関心のある人たちに情報誌「円（まどか）
だより」や介護情報、効果的に学習するための材料を提供しま
す。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・事務用品等

48,000 　〃

26 音声パソコン教室
あづみ野音声パソコン
教室「にこにこ」

視覚障がいのある方でも扱える音声パソコン基本操作の習
得、生活向上のための情報交換、生活支援用品の紹介など交
流場としたい。　　　　　　　　　　　　・講師謝礼等

98,000 　〃

27 おにぎりくらぶ おにぎりくらぶ
講演会、管理栄養士の料理講習会や勉強会を通じ、子どもの
食事と健康に関する理解を深め、食育に対する気運を高め、
仲間を増やす。　　　　　　　　　　　　　・講師謝礼、材料費等

100,000 堀　金

28 中国との相互交流事業
安曇野堀金日中友好協
会

中国で黄砂抑制のため植林を行い、地域で日本料理・中国料
理体験、中国語講座の開催等で日中両国民の相互理解と世
代間交流を図る。　　　　　　　　　・講師謝礼、材料費等

100,000 　〃

29
常念山麓へホタル復活のた
めの事業

岩原山麓ホタルの会
国営アルプスあづみの公園内自然水路でのホタル復活のため
に、会員による水路の条件整備と幼虫の放流を継続的に行
う。　　　　　・消耗品費、備品購入費

73,000 　〃

30 小田多井“花街道” 小田多井環境保全協会
区全戸で花のプランターを育て地域の交流を図るとともに、新
団地の水路沿いに花を植え、安曇野の景観づくりの一助を担
う。　　　　　・苗代等

              50,000
30,000

　〃

受付番号 申　請　団　体　名　　事　　業　　名 　　事　　業　　概　　要 支所別
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補助金決定額

　　　　　円

31
防犯講習会及びインターバ
ル速歩の実践講習会開催事
業

宮中区地区社協福祉推
進委員会

高齢者の健康維持・予防の促進のためインターバル速歩の実
践を学ぶ。　地域の防犯意識の高揚を図るため防犯講習会を
開催。　　・講師謝礼、印刷製本費等

40,000 明　科

32
御宝田マレットゴルフ場維
持管理事業

御宝田マレットゴルフ
クラブ

御宝田マレットゴルフ場整備、維持管理を地域住民自らが行
い、憩いと交流の場を創出する。
・備品購入費

64,000 　〃

33
天神原夏祭り、納涼祭開催
事業

天神原夏祭実行委員会
近年造成された団地内の住民相互の交流を図り、新たな地域
コミュニティーを形成するため、昔懐かしい夏祭りを再現する。
・材料費等

100,000 　〃

34
干支のイルミネーションを
飾ろう

やまぶき会
年末年始に干支のイルミネーションを飾ることを長年取り組ん
できたが10周年を機に充実させ、地域の活性化につなげる。
・材料費等

100,000 　〃

35
潮沢廃線敷をみんなで整備
事業

ケヤキの道
ウォーキングや森林浴など市民交流の場とするための潮沢廃
線敷整備として、ケヤキの間伐、側溝の堆積土砂の除去等を
行う。　　　　・借り上げ料等

38,000 　〃

36 龍神太鼓継承事業 明科龍神太鼓
幅広い年代の会員で構成し、演奏を通じ地域の交流、活性
化、伝統芸能の継承に努めているが、太鼓を修理し充実させ
る。　　　　　　・消耗品費等

100,000 　〃

37
天然記念木案内看板設置事
業

東川手地区山林管理組
合

木を守り育てる心を養うとともに自然文化財としての認識を高
めるため、天然記念木、保存木等の看板を設置する。
・材料費等

100,000 　〃

38 菊づくり交流事業（山中文化
祭菊花展開催）

山中盆栽クラブ
子どもからお年寄りまで世代を超えた地域住民の親睦と交流
を図るため、菊づくりを推進し地区文化祭で菊花展を開催す
る。　　　　　　　・苗代等

15,000 　〃

39 あすなろ会和太鼓継承事業 あすなろの会
和楽器演奏を通じ地域文化の振興とコミュニケーションを図る
ことを目的に活動している。子ども会員が増えたため、太鼓を
整備する。　・消耗品費等

100,000 　〃

40
安曇野の里に昔懐かし素人
芝居を今に伝える事業

押野一座
幅広い年齢層の座員で構成し、長年地域で講演してきた。他
地域でも講演できるよう暗幕等の整備をし、更に交流を深め
る。　　　　　　　消耗品、備品購入費等

100,000 　〃

41
けやきの森公園内の山野草
保護と育成

けやきの森クラブ
けやきの森公園内の山野草が減少したため、移植、育成する
とともに、案内板を設置し、地域の学習、交流の場とする。
・材料費等

19,000 　〃

受付番号 申　請　団　体　名　　事　　業　　名 　　事　　業　　概　　要 支所別
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　　　　　円

42
2007．Azumino.光のペー
ジェント

Azumino.光のページェ
ント実行委員会

地域住民等の手づくりのイルミネーション。コンテスト、チャリ
ティ募金の実施により、交流と社会貢献に寄与する。
材料費等

100,000 豊　科

43
安曇野のばーば1000人の知
恵袋事業

第31回女性フォーラム
実行委員会

安曇野の食や暮らしに役立つ知恵・技術を収集・編集し、幅広
く市民へ発信する。併せてフォーラムを開催する。
印刷代等

100,000 　〃

44
子育てサークル「ひよキッ
ズ」

吉野子育てサークル
「ひよキッズ」

乳幼児と親のための体験企画事業を実施し、子育ての悩みの
解消、地域住民との交流を図る。
材料費等

35,000 　〃

45 安曇野道案内倶楽部 安曇野道案内倶楽部
美術館、宿泊施設、工房等独自の地図作成により、観光客の
利便性と住民の交流と活性化を図る。
備品購入等

100,000 穂　高

46
２００７　安曇野建築展
「私が住みたい安曇野」

(社)長野県建築士会安
曇野支部

建築展を開催し広く建築を通して、景観を考える機会をつくり、
より理想的な環境になるための考える機会とする。
宣伝費用等

100,000 　〃

47
仮称　安曇野　屋敷林マッ
プ

松本地域景観育成サ
ポーター 屋敷林グルー
プ

屋敷林は地域の宝であるにもかかわらず、減少しているため、
マップを作成し、屋敷林の美しさと価値について紹介し、啓蒙
する。　　　　印刷代

100,000 　〃

48 第28回あづみ野菊花品評会 あづみ野秋香会
菊花の普及、講習会の実施と併せて地域住民の親睦と交流を
図るため、菊づくりを広める。
備品

100,000 　〃

49
髙橋節郎先生追悼音楽会
池末みゆき　ライアーコン
サートｉｎ安曇野

安曇野髙橋節郎記念美
術館
友の会

コンサートを開催し、広く芸術に親しみ、芸術の鑑賞を身近に
提供し、世代間交流を図る。
出演料等

100,000 　〃

50 あそばせ隊 あそばせ隊
公民館等で「遊び」をキーワードにあらゆる年代層がさまざまな
遊びを通じ交流する。
講師謝礼等

100,000 　〃

申　請　団　体　名　　事　　業　　名 　　事　　業　　概　　要 支所別受付番号
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　　　　　円

51 久保田ふれあい祭 久保田催事実行委員会
地域住民の交流を図り、併せて区未加入者等との親睦を図り
つつ、祭りを開催し、区加入促進を図る。
・借上料等

100,000 穂　高

52 未加入者対策事業
未加入者対策広報委員
会

自主防災組織等地域の活動を掲載した広報紙の充実とともに
未加入世帯に配布し、加入促進を図る。
・印刷代等

37,000 　〃

53 豊里むらの音楽祭
豊里むらの音楽祭実行
委員会

地区での文化祭に併せて、「むらの音楽祭」を開催し、地区の
活性化を図る。
・出演謝礼等

25,000 　〃

54
地域ケア講演会（誰もが地
域で安心して暮らし続ける
ために）

NPO  アルウイズ
地域密着型の先駆的地域ケア事業実態の講演、パネルディス
カッションの実施により今後の地域活動につなげる。
・謝礼等

100,000 三　郷

55
YOUNG  SHARKS
安曇野ミニバスサマーキャ
ンプ‘０７

安曇野をバスケで熱く
する会

日本大学バスケットボール部の指導により、安曇野市のミニバ
スケットボールチームの二泊三日の合宿を実施。
・指導者謝礼等

100,000 堀　金

56
タラの芽栽培に関する研究
及び普及

堀金タラの芽栽培研究
会

タラの芽栽培を研究し、ブランドにつなげ、農業振興に向けて
の情報提供をする。
・講師謝礼等

100,000 　〃

57 小田多井文化祭
小田多井文化祭実行委
員会

文芸作品・農産物の展示、交流の場の喫茶開設、１．５キロ・２
キロのマラソン等の事業により交流の輪を広める。
・喫茶材料費等

57,000 　〃

58
子どもの健全育成のための
常念太鼓

常念太鼓　童
子ども達の健全な身体と精神の育成を目的とし、仲間を増や
し、さまざまな行事において世代間交流を図る。
・講師謝礼等

70,000 　〃

59
“広げよう子育ての輪”
地域で子育てサポート事業

たんぽぽキッズ
公民館で、地区のお年寄りと協力して、紙芝居やさまざまな行
事をとおして、地域で子育てのサポートをする。
・玩具等

84,000 明　科

支所別受付番号 　　事　　業　　名 申　請　団　体　名 　　事　　業　　概　　要


