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駒ヶ根市壮年ソフトボール連盟第 35 回リーグ戦開会式選手宣誓の様子
（H29.4.15）
４月１５日に駒ヶ根市壮年ソフトボール連盟によるリーグ戦の開会式が市営グラウンドで開催されまし
た。今シーズンは壮年の部１４チーム、実年の部６チーム、シニアの部１０チームの計３０チームが登録し、
１０月まで市営グラウンド、馬住ヶ原グラウンド、丸塚グラウンドの３会場で各部ごとに総当たりのリーグ
戦が行なわれます。
今年は 35 周年を記念し、友好都市である福島県二本松市の二本松市壮年ソフトボール協会の皆さんを駒
ヶ根市に招待し、壮年の部の優勝チームとの親善試合を計画しています。
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登録団体紹介
こ

ま

（市内で活動している登録団体を紹介しています。）

が

ね

か い

駒ヶ根ボランティアガイドの会
～ 千畳敷カールや駒ヶ根高原でボランティアガイド ～
『駒ヶ根観光ボランティアガイドの会』の大口さんから会の活動について紹介
をして頂きました。
山岳博物館を予定しています。

活動するにあたって大切にしていること
は何です？
会の運営は会員からは年会費千円を集めますが、
主に駒ヶ根市や観光協会の補助金で運営されてい
ます。中央アルプス観光様や伊那バス様から活動や
研修にはパス券をお借りできるなど、多大な理解と
ご協力を得ています。
それは今までのガイド実績を高く評価され、期待
されていることと、会員それぞれが認識し、自覚あ
る行動で、真摯に研修に参加し、日々のガイド活動

研修の様子

を進めています。

｢駒ヶ根ボランティアガイドの会｣は、
主にどんな活動をしていますか？

など駒ヶ根観光を取り巻く大きなうねりの中で、互

同会は 02 年山岳ガイドと自然観察講座修了生

いに学習し、今できることを精いっぱいしようとが

「中央アルプスを国定公園に」「ジオパークに」

んばっています。

の約 20 人で設立。観光ボランティアガイド活動を
通じて、自然文化を守り、心のこもったご案内で来

今一番 PR したいことは何ですか？

訪者をもてなし、駒ヶ根の魅力向上を図ることが目
会は設立 15 周年を迎えて、会員の高齢化も進み、

的です。

退会する会員もいます。そこで、会員を募集し仲間

主な活動は 6 月中旬から 10 月中旬まで、中央

を増やすことが今年の大きな目標の一つです。

アルプス千畳敷カールで、また、年間を通じて光前

観光の広域化の流れの中で、昨年までは会員資格に

寺を中心に駒ヶ根高原などで、動植物の名前、山の

原則として「駒ヶ根市在住者」という規則がありま

名前、山の気候などを説明し、併せて、自然保護を

したが、今年から、「概ね上伊那郡内」と拡大し、

呼び掛けています。

市報、フリーペーパーにも掲載して頂き、広く会員
を募集しています。

研修は駒ヶ根市立博物館専門研究員の先生方を
はじめ、動植物、地質、地形、文化財など各専門分

募集要件は月 1 回の研修に参加できる方、年 10

野の先生方を講師にお願いし、質の高い研修を年７

回程度活動できる方です。年会費は千円です。一緒
に学んで、駒ヶ根市の豊かな観光資源をボランティ

～8 回以上行っています。

アガイドしましょう。

昨年は駒ヶ根市や観光協会が「中央アルプスをジ

◇会
長：米山進
◇事務担当：大口国江
◇連 絡 先：駒ヶ根観光協会内
森と水のアウトドア体験広場
TEL 0265-85-0455

オパークに」の取り組みの中で関連する研修を実施
しました。県内外で年 1 回視察研修も行っていま
す。昨年は山梨県の東光寺、海岸寺でしたが、今年
は高山チョウの田淵行男記念館（安曇野市）、大町
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（登録団体から｢ぱとな｣へ寄せられた情報を掲載しました。）

こまがね似顔絵倶楽部

「会員募集」

こまがね似顔絵倶楽部では似顔絵
教室の会員を募集しております。
毎月３回程度土曜日の１０時から
１１時３０分まで行っております。
似顔絵に関心がある方、絵を描くの
が好きな方、初心者でも構いません、
お待ちしています。
場所：こまがね市民活動支援センター

ぱとな

費用：１回５００円
申し込み・問い合わせ：こまがね似顔絵倶楽部会長
竹村誠

☎０９０-５３４５-１１３０

ハッチョウトンボを育む会「ハッチョウトンボ観察会」開催
駒ヶ根市の昆虫であるハッチョウトンボ
の観察会を行います。多くの皆さんのご
参加をお願いします。
日

時：
７月８日（土）・９日（日）
午前１０時～１２時

場

所：
駒ヶ根市南割公園トンボの池
（アルプス球場隣）

内

容
当日会場ではハッチョウトンボのＴ
シャツ、ピンバッチ等のグッズや布袋
草の販売を行います。又、自然観察園
内の池におります「上伊那産」のメダ
カを、普段は採取を禁じております
が、この日は特別にお分けします

問合せ
ハッチョウトンボを育む会
TEL：０９０－６５６２－３０１７
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（登録団体から｢ぱとな｣へ寄せられた情報を掲載しました。）

さくらのかい実行委員会「笑顔講座」開催

ヶ根」

イベント情報
月 日

曜
日

（市内のイベントや登録団体のイベント情報を中心にまとめました。）
イベント

中沢大曽倉
宅幼老所亀群

10:00～
14:00

銀座通り

特効薬

14:00～
16:00

赤穂公民館
大講堂

つるし飾り
ワークショップ

13:30～
15:30

駅前ビル
アルパ 3 階

8 土
・ ・ ハ ッ チ ョ ウ ト ン ボ 10:00～
12:00
9 日 観察会
13:00～
8 土 亀群喫茶
16:00

南割公園
トンボの池

6 18 日

第 70 回子育て
地蔵尊すくすく縁日
笑 顔 講 座 2017

6 26 月 え が お は 美 容 と 健 康 の
6 27 火
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場 所

13:00～
16:00

6 10 土 亀 群 喫 茶

7

時 間

中沢大曽倉
宅幼老所亀群

主催・問合せ先

備

考

NPO 法人大曽倉ふれんど お茶・お菓子代 300 円
TEL 87－2317
ボランティア募集中
主催“あつい！こまがね” オフィシャルカードを

作ってね！アサリ・かき
目玉「絆ｶﾝﾀｰﾋﾞﾚ 吹奏楽演奏」 氷などがあります。

さくらのかい実行委員会
事務局:
83-1462（小原）
“あつい！こまがね”
81-7303（今井）
ハッチョウトンボを
育む会事務局
090-6562-3017
NPO 法人大曽倉ふれんど
TEL 87－2317

入場料：
前売券 1,000 円
当日券 1,500 円
材料費：無料
地元のメダカをお分けし
ますので、入れ物をお持ち
ください。

お茶・お菓子代 300 円
ボランティア募集中

7 15 土

第 25 回駒ヶ根市
小学生相撲大会

7 16 日

第 71 回子育て
地蔵尊すくすく縁日

問合せ先：ぱとな
市内の景観について
82-1150
駒ヶ根市相撲大会実行委員 ボランティアを募集し
8:30～受付 切石公園
相撲場/雨天： 会 83-2111
9:00～開会式 市民体育館
ています。
内線 214（下澤）
射的・おもちゃなど楽し
主催“あつい！こまがね”
10:00～
い遊びやアサリ・かき氷
銀座通り
14:00
目玉「ケ・セラ フルート演奏」 などがあります。

7 25 火

つるし飾り
ワークショップ

13:30～
15:30

7

9 日 まちなか井戸端会議

天竜川流域侵略植物
7 30 日 駆除 7.30 大作戦
（アレチウリ駆除作業）

13:30～

ぱとな

駅前ビル
アルパ 3 階
駒ヶ根市中沢
｢水辺の楽校｣
新宮川合流点

7:00～
10:00

4

“あつい！こまがね”
81-7303（今井）
特定非営利活動法人
天竜川ゆめ会議
事務局 81-1368

材料費：無料
服装：長靴･長袖･長ズボ
ン･帽子 持ち物：水筒･タ
オル･軍手･鎌

ぱとな登録団体募集

（ぱとなの登録団体に加入しませんか？）

ぱとなでは、以下の団体が利用団体として登録をして活動しています。登録をしたい団体の皆さん、
または、各団体の活動に興味がある方は、ぱとな事務局（82-1150）までお気軽にお問合せください。

5

助成金情報

（詳細は支援元のホームページをご覧ください。
）

公益財団法人朝日新聞文化財団

文化財保護活動への助成

●助成対象 ：①美術・工芸品等の文化財 ②史跡・考古資料等の歴史遺産の保存・修復・公開活用
保全等に関わる事業や活動
●対象団体 ：非営利法人またはそれに準じる任意団体に助成
●助成金額 ：1 件あたり原則として、数 10 万円から数 100 万円
●問合せ先 ：公益財団法人 朝日新聞文化財団
〒 100-0005
東京都千代田区丸の内2-1-1 明治生命館6階
ＴＥＬ：03-6269-9441
ＦＡＸ：03-6269-9442
ＵＲＬ：http://www.asahizaidan.or.jp/grant/grant02.html

③これらの環境

応募期限
H29.6.30
（金）
必着

公益財団法人ヨネックススポーツ振興財団 平成 29 年度助成
●交付対象 ：青少年スポーツの振興に関する事業を積極的に行い、奨励しまたは自ら行い、かつその活動を３年以上
継続して活動している団体。
●助成団体 ：スポーツ振興を主たる目的とする公益社団法人、公益財団法人、一般社団法人または一般財団法人
●助成金額 ：対象期間内（平成 29 年 10 月～平成 30 年 3 月）に予定する一つの事業予算の 2 分の 1
応募期限
（上限 100 万円）以内
●問合せ先 ：公益財団法人ヨネックススポーツ振興財団 事務局
H29.6.30
〒113-8543 東京都文京区湯島 3-23-13 ヨネックス株式会社内
（金）
ＴＥＬ：03-3839-7195 ＦＡＸ：03-3839-7196 メール： zaidan@yonex.co.jp
消印有効
ＵＲＬ：http://www.yonexsports-f.or.jp/joseikin.html

第28回 緑の環境プラン大賞

プラン募集

●応募対象 ：全国の民間・公共の各種団体
●募集内容 ：①シンボル・ガーデン部門：地域のシンボル的な緑地として、人と自然が共生する都市環境の形成、地
域の活性化に寄与するプランを募集。
②ポケット・ガーデン部門：日常的な花や緑の活動を通して、地域コミュニティの活性化や子供たちへ
の情操教育、身近な環境の改善等に寄与するプランを募集。
●助成金額 ：①シンボル・ガーデン部門：上限 800万円
②ポケット・ガーデン部門：上限 100万円
応募期限
●問合せ先 ：公益財団法人都市緑化機構内「緑の環境プラン大賞」事務局
H29.6.30
〒101-0051 東京都千代田区神田神保町3-2-4 田村ビル2階
（金）
ＴＥＬ：03-5216-7191 ＦＡＸ：03-5216-7195
消印有効
ＵＲＬ：https://urbangreen.or.jp/grant

公益財団法人あしたの日本を創る協会

平成 29 年度あしたのまち・くらしづくり活動賞

レポート募集

●対象団体 ：地域住民が自主的に結成し運営している地域活動団体、または、地域活動団体と積極的に連携して地域
づくりに取り組む企業、商店街、学校等。くらしづくり・ひとづくり活動に２年以上取り組み、大きな
成果をあげて活動している団体。
●表
彰 ：あしたのまち・くらしづくり活動賞・内閣総理大臣賞…1 件 賞状、副賞 20 万円
あしたのまち・くらしづくり活動賞・内閣官房長官賞…1 件 賞状、副賞 10 万円
あしたのまち・くらしづくり活動賞・総務大臣賞…1 件 賞状、副賞 10 万円
あしたのまち・くらしづくり活動賞・主催者賞…5 件程度 賞状、副賞 5 万円
あしたのまち・くらしづくり活動賞・振興奨励賞…20 件程度 賞状
応募期限
●問合せ先 ：公益財団法人あしたの日本を創る協会
H29.7.5
〒106-0031 東京都港区西麻布 3-24-20 交通安全教育センタービル４階
（水）
ＴＥＬ：03-5772-7201 ＦＡＸ：03-5772-7202 メール：ashita@ashita.or.jp
ＵＲＬ：http://www.ashita.or.jp/prize/

Panasonic ＮＰＯサポート ファンド 2017 年募集
●対象団体 ：①環境分野：環境問題に取り組み、強い市民社会の創造を目指す NPO/NGO
②子ども分野：子どもたちの健やかな育ちを応援する新しい社会の創造を目指し、先駆的な活動と自己
変革に挑戦する NPO/NGO
●対象事業 ：第三者の多様で客観的な視点を取り入れた組織基盤強化の一連の取り組み
●助成金額 ：上限額 200 万円
●問合せ先 ：①環境分野：特定非営利活動法人 地球と未来の環境基金（EFF）
Panasonic ＮＰＯサポート ファンド【環境分野】協働事務局
〒101-0041 東京都千代田区神田須田町 2-2-5 CTN ビル 3F
ＴＥＬ：03‐5298‐6644 ＦＡＸ： 03‐3255‐2202
応募期間
②子ども分野：特定非営利活動法人 市民社会創造ファンド
H29.7.14
Panasonic ＮＰＯサポート ファンド 【子ども分野】協働事務局
～7.31
〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町 1-4-3 日本橋 MI ビル 1 階
必着
ＴＥＬ：03-5623-5055 FAX： 03-5623-5057
ＵＲＬ：
http://www.panasonic.com/jp/corporate/sustainability/citizenship/pnsf/npo_summary.html

7

助成金情報
駒ヶ根市

（詳細は支援元のホームページをご覧ください。
）

協働のまちづくり支援補助金制度

●対象活動 ：市民団体などが行う新たな活動または今後の発展性があると認められる活動で、協働のまちづくりの趣
旨に沿った事業。
●補助申請できる方：市内において社会的または地域的な課題に取り組んでいる市民団体などで、次の要件をすべて
満たす団体。
①団体設立から１年以上継続して公益的・公共的な活動を行っていること。又は補助金申請後１年以上
継続して公益的・公共的な活動を行う見込みがあること。②代表者を含め３人以上の構成員を示すこと
ができること。③団体規約（定款）、事業計画、予算及び決算を示すことができること。
●補助金額 ：補助金交付の場合、補助率10/10以内、50万円限度（原材料提供のみの場合は40万円限度）
市民団体設立の場合、補助率10/10以内、10万円限度
●問合せ先 ：駒ヶ根市 総務部 企画振興課 企画調整係
応募期間
〒399-4192 駒ヶ根市赤須町 20 号 1 号
ＴＥＬ：（代表） 0265-83-2111（内線 245） ＦＡＸ：0265-83-4348
メール：kizai@city.komagane.nagano.jp
随時
ＵＲＬ：http://www.city.komagane.nagano.jp

ともにつくる認知症カフェ開設応援助成
●助成対象 ：2017年9月から12月まで（贈呈後3か月以内）に新規で開設する「認知症カフェ」等の条件を満たすこと。
開設後、運営できるだけの会場、スタッフが確保できていること。3年以上の継続が見込めること等。
●助成団体 ：政治活動、宗教活動又は利用者に対する営業活動を行わない等の条件を満たす新しくカフェを立ち上げ
る団体・グループ
●助成内容 ：開設のための準備費、および向こう3年間の運営費として使用できる。運営費の中には、30％まで人件費
を含むことができる。
応募期限
●問合せ先 ：朝日新聞厚生文化事業団「認知症カフェ開設応援助成」事務局
〒104-8011 東京都中央区築地 5-3-2
H29.6.12
ＴＥＬ：03-5540-7446
ＦＡＸ：03-5565-1643
（月）
メール：n-cafe@asahi-welfare.or.jp
必着
ＵＲＬ：http://www.asahi-welfare.or.jp/archives/2017/05/post-229.html

ファイザー株式会社 ファイザープログラム～心とからだのヘルスケアに関する市民活動・市民研究支援
●助成対象 ：『中堅世代の人々（主に 30・40・50 歳代）の心とからだのヘルスケアに関する課題に取り組む市民活
動および市民研究。
●対象団体 ：次の要件を満たした団体に限る（個人は対象とならない）。
①民間の非営利団体であること（法人格の種類や有無を問わない）。 ②市民が主体的に参加して活動す
る団体であること。 ③日本国内に活動拠点があり、原則として2年以上の活動や研究の実績があること。
④目的や活動内容が、政治・宗教などに偏っていないこと、また反社会的勢力とは一切関わっていない
こと。
応募期限
●助成金額 ：1件あたり上限300万円（総額1,500万円、7件程度）
H29.6.16
●問合せ先 ：ファイザープログラム事務局 市民社会創造ファンド
（金）
〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町1-4-3 日本橋MIビル1階
必着
ＴＥＬ：03-5623-5055 ＦＡＸ：03-5623-5057 メール： rmutoh@civilfund.org
ＵＲＬ：http://www.pfizer.co.jp/pfizer/company/philanthropy/pfizer_program/announce/

公益財団法人太陽生命厚生財団

平成 29 年度助成事業

●対象事業 ：①事業助成：ボランティアグループ等が在宅高齢者または在宅障がい者等のために福祉活動や文化活動
を行うために必要な費用または機器、機材、備品等を整備するための費用に対し助成。
②研究助成：社会福祉法人または民間機関等が実施する高齢者保健・医療、生活習慣病に関する研究ま
たは高齢者福祉に関する研究または調査に必要な費用に対し助成。
●助成対象 ：①事業助成：地域福祉活動を目的とするボランティアグループおよび NPO（法人格の有無は不問）（在
宅高齢者等への地域公益事業・生活支援事業を行う社会福祉法人を含む。）
②研究助成：非営利の民間団体等および個人
●助成金額 ：①事業助成：1 件 10 万円～50 万円 合計 2,000 万円
応募期限
②研究助成：1 件 30 万円～50 万円 合計 300 万円
●問合せ先 ：公益財団法人 太陽生命厚生財団 事務局
H29.6.30
〒143-0016 東京都大田区大森北 1-17-4 太陽生命大森ビル
（金）
ＴＥＬ・ＦＡＸ：03-6674-1217
必着
ＵＲＬ：http://www.taiyolife-zaidan.or.jp/promotion_recruitment/

明治安田生命保険相互会社「地域支え合い活動助成プログラム」
●助成対象 ：市民参加型を基本としたボランティア団体・ＮＰＯ等の非営利団体が行う活動。（配食サービス、会食
サービス、孤立予防のための居場所運営、生活助け合い活動、 見守り活動など）
●助成金額 ：①活動立ち上げ資金の助成：上限15万
②備品購入資金の助成：全国老人給食協力会会員団体 上限30万円、
応募期限
その他の団体 上限15万
H29.6.30
●問合せ先 ：一般社団法人 全国老人給食協力会
〒158-0098 東京都世田谷区上用賀 6-19-21
（金）
ＴＥＬ：03-5426-2547 ＦＡＸ：03-5426-2548
必着
ＵＲＬ：http://www.mow.jp/
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ぱとな情報
お知らせ

「ぱとな」紹介

「駒ヶ根三十六景」巡りをしませんか？

「まちなか井戸端会議」に参加しませんか？
ぱとなでは、２ヶ月に１回お茶を飲
みながら、テーマについて話し合う「ま
ちなか井戸端会議を開催しています。
次回は７月９日（日）午後１時３０分
から「市内の景観の良いところ、悪い
ところ」をピックアップする話し合い
を行う予定です。
参加費は無料です。お気軽にご参加
ください。

「こまがね市民活動支援協会」では、
「駒ヶ
根三十六景」を市内外の皆さんに知って頂く
ために、
「駒ヶ根三十六景マップ」を作成しま
した。
マップには、昨年実施した「第１回駒ヶ根
三十六景 いかまいか！フォト・絵画コンテス
ト」の入賞作品と各ポイントの見どころを紹
介しています駒ヶ根三十六景を訪ねて地域の
風景の魅力を体感しましょう！

展示コーナー情報
6 月・7 月の展示について（予定）
6 月 14 日（火） ～30 日（金）
カシュー漆展示
7 月 4 日（火）～23 日（日）
駒ヶ根三十六景 いかまいか！
フォト・絵画コンテスト作品展示
7 月 25 日（火） ～８月 11 日（金）
ちぎり絵展示
※ 写真や絵などの展示をしたい方は、
お気軽にご相談ください。

６月・７月の休館日
６月

７月

5 日（月）

３日（月）
１０日（月）
１１日（火）

１２日（月）

まちなか豆知識
商店街の方にきいちゃいました！

『スズムシの育て方』

保守点検日

１３日（火）
保守点検日

１７日（月）

５月の連休頃に卵が入った土を湿らすと気
温にもよりますが、６月の第２週目くらいにゴ
マ粒くらいの大きさのスズムシが孵化して、何
度も脱皮を繰り返し、お盆頃にはオスが涼し気
な鳴き声を響かせます。
スズムシを育てるには、飼育ケースにスズム
シ用の土を敷き、止まり木などを立て掛けま
す。エサは、市販のエサやナス、煮干し、カツ
オ節などを与えます。煮干しやカツオ節などの
たんぱく質のエサは共食い防止の為に必須で
す。土は霧吹きなどでたまに湿らせましょう。
当店では毎年スズムシをお分けしています。
今年も失敗しなかったら、７月下旬頃にお分け
する予定です。興味のある方はスズムシを育て
てみませんか？
（生月）

海の日

１８日（火）
１９日（月）
２６日（月）

振替休館

２４日（月）
３１日（月）

開館時間： 火～土曜日 10:00～19:00
（但し会員の会議等の予約は 20:50 まで）
日曜日
10:00～18:00
定期休館日：毎週月曜日
保守点検日：火曜日（月１回）
夏季・年末年始休館・祝祭日
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