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デジカメ教室「風」撮影会の様子（H30.7.14）
デジカメ教室「風」は、7 月 14 日（土）に「ぱとな」で写真撮影会を行いました。当日は、まちなかに
祇園祭の宵祭を楽しむ人々が大勢訪れ、家族や友人と一緒に写真を撮ってもらう方々がたくさんいました。
参加した皆さんからは、「普段記念写真とは違う写真を撮ってもらえてよかった。
」と喜んでもらえました。
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駒ヶ根食器リサイクルの会 ・・ 「不用食器リサイクル市」開催
駒ヶ根ものづくり応援団 ・・・ 「もみじクラフト」開催
ＮＰＯ法人天竜川ゆめ会議 ・・ 「アカウミガメ放流ツアー」開催
伊南子ども劇場・・ 「マリンバとピアノ心に響くコンサート」開催
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登録団体紹介

（市内で活動している登録団体を紹介しています。）
ワ イ ア ン ド エ ス

ＹandＳ
Y and S
代表 宮澤かずゑ さん

～ みんなが共に楽しく
生きられる地域づくりを ～

「YandS」代表の宮澤かずゑさんから活動についてお話をお聴きしました。
シルバーの「S」です。若者（ヤング）からお年寄
り（シルバー）まで、みんなが共に楽しく生きられ
る地域づくりをしていくことを目的として活動を
しています。
まちで気楽にひと休みして、人生の荷物をちょっ
とだけ降ろして、穏やかな気持ちになって、明日も
頑張ろうという気になってくれればいいと思って
います。大勢の人々が出会い、笑顔になって、感謝
の心が生まれる、心の栄養になる居場所にしていき
たいです。

今後の活動について教えてください。

「YandS」オープニングセレモニーの様子

「YandS」は、主にどのような活動を
していますか？

今後は、食事の提供をすることを計画しています。
季節や行事にちなんだ料理や地元産の材料を使っ
た地産地消の料理を提供していく予定です。家で作

「YandS」は「ぱとな」で開催している「まち
なか井戸端会議」で「若者との関わりを考える」と
いうテーマについて考えたことがきかっけとなり
発足したグループです。現在、会議から有志で集ま
ったメンバーや活動に賛同したメンバーなど併せ
て約２０人で活動しています。
高校生などが待合所にしたり、地域のお年寄りが
話をしたりできるような交流の場をまちなかにつ
くろうと、県の元気づくり支
援金を活用し、広小路の空き店舗を改装して７月
１６日に集いの場「YandS」をオープンしました。
店舗内のイスやテーブル、冷蔵庫、食器などは地
域の皆さんに呼び掛けて、無償で提供して頂いたも
のを使い、メンバーが当番制で、ボランティアで店
舗の運営をしています。
営業時間は午前１０時から午後６時３０分まで
で、水曜日はお休みです。現在は、コーヒーやお茶
などの飲み物サービスを１００円で行っており、近
所のスイーツ店のケーキなども飲み物と一緒に召
し上がって頂けるようにしています。

った野菜の提供を申し出てくれる方もいて、楽しみ
にしてくれています。
また今後、子ども食堂や地域サロン、手作り品の
展示や販売も考えています。
メンバーには素晴らしい特技や技術を持った方
が集まっています。少しずつ知恵や技術を出し合っ
ていき、微力を無力にしないように活動を継続させ
ていきたいです。

今一番 PR したいことは何ですか？
気楽に寄れるところですので、お気軽に足を運ん
で頂き、ぜひ多くの皆さんに利用して頂きたいです。
また、この活動に賛同してくださる方がいるとあ
りがたいです。興味のある方は、事務局までご連絡
ください。
◇代 表：宮澤 かずゑ
◇事務局：宮澤 友子
住 所：駒ヶ根市赤穂 4400-2
連絡先：TEL 0265-82-3996

活動するにあたって、大切にしている
ことは何ですか？
「YandS」という名の由来はヤングの「Y」と
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登録団体情報

（登録団体から｢ぱとな｣へ寄せられた情報を掲載しました。）

駒ヶ根市食器リサイクルの会「駒ヶ根市不用食器リサイクル市」開催
家庭からの不用食器を回収し、リユース（必要な人に配布）、リサイクル
（粉にして新しい食器を作り直す）する活動です。
回収できるもの

開催日： 10 月 13 日（土）
時

間： 午前 9 時 30 分
～11 時 30 分

会

場： 北の原公園屋内
ゲートボール場
市民対象
1 世帯ダンボール 2 箱まで
（みかん箱サイズ）

家庭で不用になった陶磁器製の食器
皿、丼、茶碗、湯呑み、小鉢、マグカップ、
酒器等（未使用、割れ、欠け、ひびのあるも
のもOK！）
回収できないもの
・汚れがひどいもの（きれいに洗えば回収可）
・直火で使用するものや耐熱食器（例：土鍋）
・食器以外のもの（例：灰皿、花瓶、置物等）
・事業系の不用食器は対象外
・コレール、クリスタル、ホーロー、などの
食器

駒ヶ根市食器リサイクルの会 会長 山本美子
駒ヶ根市役所生活環境課 電話 83-2111（内線541）

駒ヶ根ものづくり応援団「第 11 回駒ヶ根もみじクラフト」開催

第11回駒ヶ根もみじクラフト開催
９月１日（土）・２日（日）
午前１０時～午後５時（２日は午後４時まで）
全国から３００店の匠が集合
素敵な作品との出会いをお楽しみ下さい。
お問合せ：駒ヶ根もみじクラフト事務局090-9664-4596
111
横河電機

P
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登録団体情報

（登録団体から｢ぱとな｣へ寄せられた情報を掲載しました。）

特定非営利活動法人「天竜川ゆめ会議」
｢遠州灘アカウミガメ放流ツアー｣参加者募集
日
時：
平成３０年９月９日（日）
持 ち 物：
お弁当、筆記用具、帽子、
タオル 他
食
事：
昼食・夕食は、各自負担
募集人数：
小学校３年生以上８０名。
グループ毎に引率者が必要。
参 加 費：
中学生以下 4,000円
大
人 6,000円
申込方法：
８月３０日（木）までに、
住所・氏名・電話番号・年
齢と責任者への連絡方法を
明記して FAX にてお申込
みください。
申 込 み：
アカウミガメ放流ツアー
実行委員会
駒ヶ根市赤穂14616-67
㈱緑地計画内
TEL 83-7744
FAX 83-7745

伊南子ども劇場

鑑賞例会「マリンバとピアノ心に響くコンサート」開催

伊南子ども劇場では、プロによる生の舞台を観賞する活動をしています。
今回は伊藤聡さんによるマリンバ演奏と常田理恵さんによるピアノ演奏「マリンバとピアノ心に響くコンサ
ート」開催します。マリンバとピアノどちらもスゴ技で目が離せません！ぜひご鑑賞ください。
この鑑賞例会は会員制になっています。コンサート当日に当劇場にご入会頂き、鑑賞して頂くことも可
能です。入会金は一家族1,000円、会費が一人月1,000円です。各種割引もあります。
詳しくは事務局までお問合せください。

日

時 ： ９月８日（土）
午後６時３０分～

場

所 ： 宮田村民会館 大ホール

問 合 せ ： 伊南子ども劇場 事務局
TEL87－2317
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駒ヶ根三十六景情報

（写真・絵画コンテスト作品募集）

第 3 回『駒ヶ根三十六景』いかまいか！フォト・絵画コンテスト開催

第２回『駒ヶ根三十六景』いかまいか！フォト・絵画コンテスト グランプリ作品

イベント情報
月 日

曜
日

フォト部門

絵画部門

ふるさとの丘とその周辺
「満月の夜景」北澤利一

夕陽の丘
「日の入り」和田浩野

（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

8 11 土 亀 群 喫 茶

時 間

場

所

13:00～
16:00

中沢大曽倉
宅幼老所
亀群

８ 19 日

第 8４回子育て
地蔵尊すくすく縁日

10:00～
14:00

銀座通り

8 28 火

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

主催・問合せ先
NPO 法人大曽倉ふれんど
TEL 0265-87－2317
“あつい！こまがね”

備

考

お菓子代 300 円
ボランティア募集中
JAIC 訓練生の皆さんが
応援に来て、縁日を盛り
上げます！

“あつい！こまがね”
材料費：無料
0265-81-7303（今井）
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1 土
・ ・ 第 10 回
2 日 駒ヶ根もみじクラフト

10:00～
森と水の
17:00(２日目 アウトドア
16:00 まで) 体験広場

9

8 土 亀群喫茶

13:00～
16:00

9

伊 南子ども 劇場鑑 賞例
8 土 会 「マリンバとピアノ 18:30 開演
心に響くコンサート」

宮田村民会 伊南子ども劇場 事務局
館 大ホール TEL 0265-83-4130

9

遠州灘アカウミ
９ 日 ガメ放流ツアー

昭和病院
8:20 発

岡 谷 市 ～ 駒 ヶ NPO 法人天竜川ゆめ
根市～静岡県
会議 TEL 83-7744
磐田市

申込締切
8 月 30 日（木）
射的など楽しい遊びや
かき氷などがあります。

中沢大曽倉
宅幼老所
亀群

駒ヶ根ものづくり応援団
090-9664-4596（木村）

NPO 法人大曽倉ふれんど
TEL 0265-87－2317

雨天決行
お茶菓子代 300 円
ボランティア募集中
会員制・当日入会可
入会金１家族 1,000 円
会費 １ヶ月 1,000 円

9 16 日

第 85 回子育て
地蔵尊すくすく縁日

10:00～
14:00

銀座通り

９ 25 火

つるし飾り
ワークショップ

13:30～
15:30

駅前ビル
“あつい！こまがね”
材料費：無料
アルパ 3 階
0265-81-7303（今井）
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“あつい！こまがね”

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。）

えがおポイント助成事業
●対象活動 ：駒ヶ根市内において、市民等（個人、グループ、団体）が主体となって継続的に地域活動を行ない、
市民活動の先進的な事例となるもの。
●助成対象 ：駒ヶ根市内で地域活動を実施している個人、団体等。
●補助金額 ：総額10万円程度
●問合せ先 ：駒ヶ根市えがおポイント事業推進協議会事務局
応募期間
こまがね市民活動支援センター｢ぱとな｣
H30.8.31
〒399-4112 駒ヶ根市中央 16 号 7 号
（金）
ＴＥＬ：0265-82-1150 ＦＡＸ：0265-82-1151 メール：kmcenter@cek.ne.jp
必着
ＵＲＬ：http://www.patona-k.com
駒ヶ根市 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
応募期間
●問合せ先 ：駒ヶ根市 総務部 企画振興課 企画調整係
〒399-4192 駒ヶ根市赤須町 20 号 1 号
ＴＥＬ：
（代表） 0265-83-2111（内線 243） ＦＡＸ：0265-83-4348
随時
メール：kizai@city.komagane.nagano.jp
ＵＲＬ：http://www.city.komagane.nagano.jp
住友生命保険相互会社 第 12 回 未来を強くする子育てプロジェクト
●対
象 ：【子育て支援活動の表彰】地域において子育て環境づくりに取り組む団体や個人。
【女性研究者への支援】子育てと人文・社会科学分野の研究活動の両立に努力されている女性研究者。
●表
彰 ：【子育て支援活動の表彰】◎文部科学大臣賞／表彰状（スミセイ未来大賞から 1 組） ◎厚生労働大臣賞
／表彰状 （スミセイ未来大賞から 1 組） ◎スミセイ未来大賞／表彰状、副賞 100 万円 （2 組程度）
◎スミセイ未来賞／表彰状、副賞 50 万円 （10 組程度）
応募期限
【女性研究者への支援】◎スミセイ女性研究者奨励賞／助成金として 1 年間に
100 万円（上限）を 2 年間まで支給（10 名程度）
H30.9.7
●問合せ先 ：「未来を強くする子育てプロジェクト」事務局
（金）
〒102-0072 東京都千代田区飯田橋 2-14-7 光ビル
必着
ＴＥＬ：03-3265-2283
ＵＲＬ：http://www.sumitomolife.co.jp/about/csr/community/mirai_child/
環境省 第 13 回「みどり香るまちづくり」企画コンテスト
●応募要件 ：かおりの樹木・宿根草等草花を原則として30本以上用いた、街区・近郊地区等の「みどり香る まちづ
くり」を演出する企画であること
●応募主体 ：地方公共団体、民間企業、学校法人、商店会、町内会等の住民団体やＮＰＯ等の各種団体、 個人など
●表
彰 ：①環境大臣賞（１点）：表彰状、副賞として企画に応じたかおりの樹木・宿根草・その他の草花の苗木・
苗を提供(50～100万円相当) ②協会賞（３点）：表彰状、副賞として企画に応じたかおりの樹木・宿根
草・その他の草花の苗木・苗を提供（30～50万円相当） ③入賞（５点以内）：表彰状、副賞として企
画に応じたかおりの樹木・宿根草等草花の苗木・苗を提供(10～30万円相当)
●応 募 先 ：公益社団法人 におい・かおり環境協会
応募期限
〒169-0075 東京都新宿区高田馬場 2-14-2 新陽ビル 1160 号
H30.9.14
ＴＥＬ：03-6233-9011 メール：midori_kaoru@orea.or.jp
（金）
●問合せ先 ：環境省 水・大気環境局 大気生活環境室
消印有効
ＴＥＬ：03-5521-8299
ＵＲＬ：https://www.env.go.jp/press/105460.html
「エクセレント NPO」をめざそう市民会議 第 6 回「エクセレント NPO」大賞
●応募資格 ：国内外における社会貢献を目的とした市民による日本国内の NPO など種々の民間非営利組織（法人格の
有無不問）※自薦・他薦可
●賞
金 ：【エクセレント NPO 大賞】部門賞受賞者から選出されます。賞状、賞金 30 万円（部門賞賞金 50 万円に
プラス）
、毎日新聞特集記事で紹介。【部門賞】市民賞：賞状、賞金 50 万円。課題解決力賞： 賞状、賞
応募期限
金 50 万円。組織力賞：賞状、賞金 50 万円。
●問合せ先 ：「エクセレント NPO」をめざそう市民会議事務局
H30.9.14
〒104—0043 東京都中央区湊 1 丁目 1 番 12 号 HSB 鐵砲洲 4 階 言論ＮＰＯ内
（金）
ＴＥＬ：03-3381-4071 ＦＡＸ：03-3381-2289
必着
ＵＲＬ：http://www.excellent-npo.net/
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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。）

大和証券福祉財団 平成 30 年度（第 25 回）ボランティア活動助成
●応募課題 ：①高齢者、障がい児者、子どもへの支援活動及びその他、社会的意義の高いボランティア活動。※平成
27 年度以降（第 22 回～24 回）の受贈団体は、応募資格がありません。②地震・豪雨・台風による大規模
自然災害の被災者支援活動。※過去の助成を受けた時期での応募制限はありません。
●応募資格 ：ボランティア活動を行っているメンバーが 5 名以上で、かつ営利を目的としない団体
（任意団体、ＮＰＯ法人、財団法人、社団法人、大学のボランティアサークル等）
。
●助成金額 ：上限 30 万円（1 団体あたり） 総額 4500 万円。
応募期限
●送 付 先 ：公益財団法人 大和証券福祉財団 事務局
H30.9.15
〒104-0031 東京都中央区京橋 1-2-1 大和八重洲ビル
（土）
●問合せ先 ：ＴＥＬ：03-5555-4640 ＦＡＸ：03-5202-2014 メール：fukushi@daiwa.co.jp
消印有効
ＵＲＬ：http://www.daiwa-grp.jp/dsf/grant/outline.html
大和証券福祉財団 平成 30 年度（第 1 回）子ども支援活動助成募集
●応募課題 ：子ども（18歳未満）への支援活動
●応募資格 ：①当財団の「ボランティア活動助成」において、第1回（平成6年度）～第19回（平成24年度）までで、
子どもに関する支援活動で助成を受けた実績のある団体。
②ボランティア活動を行っているメンバーが5名以上で、かつ営利を目的としない団体。（日本国内で
活動している任意団体、NPO法人、財団法人、社団法人、大学のボランティアサークル等に限ります）。
●助成金額 ：上限50万円（1団体あたり） 総額500万円。期間：1団体あたり最大3年間 最大助成額（1団体あたり）
150万円
応募期限
●送 付 先 ：公益財団法人 大和証券福祉財団 事務局
H30.9.15
〒104-0031 東京都中央区京橋 1-2-1 大和八重洲ビル
（土）
●問合せ先 ：ＴＥＬ：03-5555-4640 ＦＡＸ：03-5202-2014 メール：fukushi@daiwa.co.jp
消印有効
ＵＲＬ：http://www.daiwa-grp.jp/dsf/grant/outline4.html
公益財団法人かめのり財団
第 12 回かめのり賞
●趣
旨 ：日本とアジア・オセアニア（*）の若い世代を中心とした相互理解・相互交流の促進や人材育成に草の
根で貢献し、今後の活動が期待される個人または団体を顕彰
●応募対象 ：①NPO（非営利団体）、ボランティアグループ、個人であること。②日本とアジア・オセアニアの懸け
橋となる活動を目的としていること。③過去、かめのり賞の顕彰を受けていないこと。
●賞の内容 ：
【かめのり大賞】 「草の根部門」
「人材育成部門」の部門毎に正賞として記念の楯および副賞として100
万円の活動奨励金を贈呈。
【かめのりさきがけ賞】正賞の記念の楯および副賞として100万円の活動奨励金を贈呈
応募期限
●問合せ先 ：公益財団法人かめのり財団 「かめのり賞」係
H30.9.21
〒102-0083 東京都千代田区麹町 5－5 ベルヴュー麹町 1F
（金）
ＴＥＬ：03-3234-1694 ＦＡＸ：03-3234-1603 メール：info@kamenori.jp
必着
ＵＲＬ：http://www.kamenori.jp/kamenorishou.html
社会福祉法人読売光と愛の事業団 第 16 回 読売福祉文化賞
●募集対象 ：①公益性ある創造的な事業で、ハンディを持つ方や地域の人々に元気を与え、ネットワークを広げてい
る｡②個人または団体が生き生きとした活動の場を持てる支援や企画を実践している｡③福祉の現場に
おいて、多様な文化の向上に尽くしている｡④明確なテーマを持って、目覚しい実績をあげ、将来も継
続、発展が期待できる｡
●表
彰 ：一般部門
３件：トロフィーと活動支援金各 100 万円
高齢者福祉部門 ３件：トロフィーと活動支援金各 100 万円
応募期限
●問合せ先 ：社会福祉法人 読売光と愛の事業団「福祉文化賞」係
H30.9.30
〒100-8055 東京都千代田区大手町 1-7-1
（日）
ＴＥＬ：03-3217-3473 ＦＡＸ：03-3217-3474
消印有効
ＵＲＬ：https://www.yomiuri-hikari.or.jp/report/prize/post-270.html
公益財団法人トヨタ財団

2018 年度国内助成プログラム

●助成対象 ：【しらべる助成】地域課題の発掘やその解決のために必要な調査、戦略立案、パイロット事業の実施な
どを目的としたプロジェクトへの助成
【そだてる助成】そだてる助成 地域課題解決に向けた事業の立ち上げ、実施、拡大ならびにそうした事
業の担い手となる人材を育てることを目的としたプロジェクトへの助成
●対象組織 ：運営の中心となる組織の法人格の有無・種類は問わない。
●助成金額 ：【しらべる助成】上限100万円／件
【そだてる助成】上限なし（過去3年間の実績平均519万円／2年）
応募期間
●問合せ先 ：公益財団法人トヨタ財団 国内助成プログラム担当
H30.9.1～
〒163-0437 東京都新宿区西新宿 2 丁目 1 番 1 号 新宿三井ビル 37 階
H30.10.10
ＴＥＬ：03-6262-8772 ＦＡＸ：03-6262-8773 メール：enpo@genron-npo.net
15 時
ＵＲＬ：http://www.toyotafound.or.jp/community/2017/
必着
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ぱとな情報
お知らせ

「ぱとな」紹介

暑い日は熱中症予防に水分補給を！

誰でも利用できるフリースペースに

クールシェアスポットにお立ち寄りください。

なりました！

「ぱとな」では、熱中症対策として、館内の
冷房設定を 2８℃以下にし、無料の冷たい麦
茶を用意して、休憩コーナーを設置していま
す。
また、今年も｢信州クールシェアスポット｣
に登録をしており、３枚集めて応募すると抽
選で景品が当たるシールラリーにも参加して
いますので、水分補給や休憩、シール集めな
どにどなたでも、お気軽にお立ち寄りくださ
い。

「ぱとな」は７月か
らリニューアルオー
プンしました。以前は
会議スペースの利用
に登録団体以外の皆
さんは利用料が必要
でしたが、現在は開館時間中に誰でも自由に打
合せなどに使えるフリースペースとなりまし
た。
但し、予約が優先になります。予約利用
は登録団体の皆さんのみとなります。

展示コーナー情報
8 月・9 月の展示について
８月１７日（金）正午まで
デジカメ教室「風」写真展
８月１８日（土）～9 月１日（土）
ふれあい広場ポスター応募作品展

８月・９月の休館日
８月

９月

６日（月）

２日（日）

１２日（火）

３日（月）

振替休館

１０日（月）

１３日（月）
～

１７日（月）

１６日（月）

１８日（火）

夏季休館

２０日（月）
２７日（月）

９月 6 日（木）～10 月２日（火）予定
信州駒ヶ根縁舞蓮写真展
※ 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。

まちなか豆知識

敬老の日

商店街の方にきいちゃいました！

振替休館

『昔ながらの味を守って 45 年！』

２３日（日）

「ムーミン papa」というとパフェのイメージ
が強いようです。45 年間変わらず同じように作
ってきました。
たくさんの種類のパフェがありますが、夏は
メロンパフェ、冬はいちごパフェが人気です。
昔の消防団員は、お酒を飲むのが中心で
ほとんどパフェを食べる人はいませんでし
たが、今は消防団員もパフェを良く食べるよう
になりました。時代の変化を感じます。
（ムーミン papa）

秋分の日

２４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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