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今一番 PR したいことは何ですか？ 

 

活動するのに大切にしていることは何

ですか？ 

 

主にどんな活動をしていますか？

か？ 

 

 

 

こまがね美しく撮り隊 
 

～写真好きが集まって、 
仲良く活動しています！～ 

 
｢こまがね美しく撮り隊｣のカメダさんにお話しをお聴きしました。

 

 

｢こまがね美しく撮り隊｣は、写真好きが集まっ

て活動しています。 

主な活動は、月に一度、長野日報の｢食と農

を育む｣という連載に写真が掲載されるので、そ

の写真を会員で撮影に行っています。 

今年の 3 月には、養命酒の健康の森記念館

で写真展｢伊那谷の景｣とプロカメラマンによる

講演会を開催し、多くの方々に足を運んでもら

うことが出来ました。来年も開催する予定なの

で、多くの方に観に来てもらいたいです。 

10 月には、ぱとなで｢劇団サムライナッツ×

RYO KAMEDA 五右衛門ロック写真展｣を個人

的に開催し、今までのぱとなの展示の中で最多

の来館者数だったと宣伝しています。他のメン

バーもそれぞれに個人の写真展を開催したり、

写真コンテストに入賞したりして活躍していま

す。 

こ ま が ね 美 し く 撮 り 隊 に は 、 ｢ PHaT 

PHOTO ファンクラブ｣という別名があります。

『PHaT PHOTO』というのは、クラブの講師

であるテラウチマサト氏が発行人をしているコン

テスト雑誌です。今は、その雑誌に写真が掲載

されるのを目標に頑張っています。 

 

 

 

写真好きが集まって仲良く活動しています。

特に誰かが引っ張っていくというのではなく、お

互いに教えあって、ゆるい感じでやっています。

上手い人は一人もいませんが、写真展や新聞

連載の話は、向こうからのオファーがあってやっ

ているので、割と恵まれているクラブだと感じて

います。こうじゃなきゃとか、ああじゃなきゃとか

いうことはありませんし、写真が上手である必

要もありませんので、皆さんも一緒にいかがで

しょうか。 

    

 

長野日報に連載中の記事に載せる写真のモ

デルさんを募集しています。農作業の風景の写

真を撮らせて頂ける方からのご連絡をお待ちし

ております。 

 

 

 

 

 
２月１日に長野日報掲載の写真（宮澤清高氏 撮影） 

◇代表者 ：カメダリョウ 
◇連絡先 ：駒ヶ根市中央 15-5 

（亀田薬局内） 
TEL 090-1408-3623 

◇活動日時：随時 

こまがね美しく撮り隊 
隊長：カメダリョウ 氏 

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。） 

と    たい うつ 
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信州駒ヶ根縁舞蓮 活動紹介 

こんにちは。駒ヶ根市のよ

さこいチーム、信州駒ヶ根縁

舞蓮と呼虎です。 

私達は駒ヶ根を元気に！！

ということで結成されました。

現在、大人 30名、子供 20名

の総勢 50名で活動していま

す。毎週水曜日、土曜日の夜

7時から 8時 30分まで下平の

一心館で練習しています。練習をするお母さん達についてくる呼虎予備

軍も数人います。 

 去年までは、駒ヶ根内で活動することがほとんどでしたが、今年は愛

知や岐阜、諏訪などに遠征し、大きな大会に参加してきました。先日は、

根羽村のねば恋来祭りに参加し、縁舞蓮は審査員が惚れたで賞を、呼虎

は爽やか賞を受賞しました。今年は縁舞蓮の曲というものも作り、以前

にも増して練習に力がはいり、チーム内の結束力もより高まったと思い

ます。 

これから寒くなり、発表の場は減ってしまいますが、練習は毎週行な

っています。運動不足で運動したい方、ダイエットしたい方、遠征に行

ってみたい方、ぜひ練習や発表を見学に来て下さい。お待ちしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

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。） 

新曲の演舞を披露する「縁舞蓮」 

子供達のチーム「呼虎」 地域で演舞を披露する「縁舞蓮」 
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下平区誌編纂委員会 活動紹介 №１ 
下平区誌編纂委員会では、地域の自然や文化の保全を目的とした調査活動を行なってい

ます。石造文化財、動物環境、植物環境の３つ分野について調査をしている中から、今回

は、石造文化財の馬頭観音について紹介します。 

先日、この馬頭観音にまつられている木曽馬の産地である開田高原から石碑を見に来ら

れた方に｢こんなに大事にしていただいてありがたい。｣とお言葉をいただきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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。） 

 

碑
文 

“ ” 
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「ぱとなまつり２０１３」を開催しました！ 

  テーマ： ～ みんなで交流、みんなでぱとな ～ 
 

10 月 13 日（日）銀座通り

及びぱとなで「ぱとなまつり

2013」をぱとなまつり実行委

員会が主催で行ないました。今

年もテーマを“みんなで交流 

みんなでぱとな”として、登録

団体や協力団体などが参加し

て、それぞれの活動に関する展

示や販売、パフォーマンスなど

を行ないました。毎年恒例のとなった大人気のチョコフォンデュ

や商連こまがねと共催で行なっているスタンプラリーも行ない、

老若男女問わず、多くの市民の皆さんにご来場いただき、盛大に

開催することができました。 

各団体が日頃の活動の成果を発表し、会場を盛り上げ、市民の

皆さんと交流することができた 1 日でした。  

イベント情報  （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。） 
 

月 日 
曜 

日 
イベント 時 間 場 所 主催・問合せ先 

12 7 土 寄せ植え講座 
14:00～
16:00 

ぱとな 
ガーデニング美由（林） 
090-1828-3770 

12 15 日 第 28 回地蔵尊すくすく縁日 
10:00～
15:00 

銀座通り “あつい！こまがね” 

12 18 水 第 9 回吊るし飾り教室  
13:30～ 
16:00 

駅前ビル 
アルパ 3 階 

“あつい！こまがね” 
81-7303（今井） 

１ 
２ 
・ 
３ 

木 
・ 
金 

商連こまがね福引大会 
10:00～
15:00 

ぱとな 
商連こまがね事務局 
TEL 82-4168 

1 19 日 第 29 回地蔵尊すくすく縁日 
10:00～
15:00 

銀座通り “あつい！こまがね” 

1 22 水 第 10 回吊るし飾り教室  
13:30～ 
16:00 

駅前ビル 
アルパ 3 階 

“あつい！こまがね” 
81-7303（今井） 

1 26 日 まちなか井戸端会議 13:30～ ぱとな 
問合せ先：ぱとな 
TEL 82-1150 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 

 

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 

●問合せ先 ：駒ヶ根市 総務部 企画課 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 242） ＦＡＸ：0265-83-4348 
メール：kizai@city.komagane.nagano.jp 
ＵＲＬ：http://www.city.komagane.nagano.jp 

高木仁三郎市民科学基金  2014年度助成 

●対象活動 ：市民科学にふさわしい調査研究、一次情報の収集、分析、映像等による記録、情報発信、
それらに基づく政策提言やキャンペーン活動等。今後の脱原発社会をどのように構築する
か、という視点で取り組まれる調査研究、政策提言、キャンペーン活動などを重視。 

●助成対象 ：国内の個人・グループ 
●助成金額 ：１件あたりの上限額 100万円 
●問合せ先 ：認定 NPO 法人高木仁三郎市民科学基金 

〒160-0004 東京都新宿区四谷 1-21 戸田ビル 4階 
ＴＥＬ・ＦＡＸ：03-3358-7064  メール：info@takagifund.org 
ＵＲＬ：http://www.takagifund.org/apply/index.html 

2014年度「東京ガス環境おうえん基金」助成募集 

●対象活動 ：①省エネルギーおよび再生可能エネルギー利用の推進に関する活動 ②資源の再利用、廃
棄物の削減に関する活動 ③生物多様性の保全に関する活動 ④環境に配慮したライフ
スタイルの促進に関する活動 ⑤学校、幼稚園等の教育機関への環境教育支援活動 

●対象団体 ：東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県・茨城県・栃木県・群馬県・山梨県・長野県の１都８
県を活動エリアとする公益を目的とした非営利の民間団体。①パワーアップおうえん：２
年以上継続して環境保全活動に積極的に取り組んでいる団体。②スタートアップおうえ
ん：１年以上継続して環境保全活動に積極的に取り組んでいる団体 

●助成金額 ：10 万円～100 万円 総額 1,000万円まで。 
●問合せ先 ：公益財団法人日本環境協会 東京ガス環境おうえん基金事務局 

〒103-0002 東京都中央区日本橋馬喰町 1-4-16 馬喰町第一ビル 9Ｆ 
ＴＥＬ： 03-5643-6262  ＦＡＸ： 03-5643-6250 
メール： ooenkikin@japan.email.ne.jp 
ＵＲＬ： http://www.jeas.or.jp/activ/prom_02_00.html 

公益信託アジア・コミュニティ・トラスト「アジア民衆パートナーシップ支援基金」助成事業 

●対象活動 ：アジア、とくに日本が第二次世界大戦中に多大な被害を与えた東および東南アジアの国々
の民衆と日本の人々が交流し、経験・知見の共有を通して共に成長・発展しようとする事
業。 

●助成対象 ：①アジアにおいて教育、社会開発等の公益活動に従事する国内外の民間非営利団体である
こと。②事業を行うにあたって、責任ある実施体制が整っていること。③団体としての活
動実績が 3年以上あること。 

●助成金額 ：１件当たり 30～100万円 
●問合せ先 ：公益信託アジア・コミュニティ・トラスト事務局 

〒113-8642 東京都文京区本駒込 2-12-13 アジア文化会館 1階 ACC21内 
ＴＥＬ：.03-3945-2615  ＦＡＸ：.03-3945-2692 
メール：act-info@acc21.org 
ＵＲＬ：http://acc21.org/act/info/01.html 

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。） 

応募期間 

 

随時 

応募期限 

H25.12.10
（火） 
消印有効 

応募期限 

H26.1.15
（水） 
消印有効 

応募期限 

H26.1.15
（水） 
消印有効 

mailto:info@takagifund.org
mailto:ooenkikin@japan.email.ne.jp
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一般社団法人ハウジングアンドコミュニティ財団 住まいとコミュニティづくり活動助成 

●対象活動 ：「住まいとコミュニティづくり」についての以下のような分野についての活動。 
①社会のニーズに対応した住まいづくり ②住環境の保全・向上 ③地域コミュニティの創
造・活性化 ④安心で安心して暮らせる地域の実現 ⑤その他、豊かな住環境の実現につな
がる活動 

●助成対象 ：営利を目的としない民間団体。団体として、代表責任者が明確であること、意思決定のし
くみが確立されていること、予算決算を含む会計処理が適切に行われていることが必要。 

●助成金額 ：1件当たりの上限額 100万円 
●問合せ先 ：一般社団法人ハウジングアンドコミュニティ財団 助成係 

〒105-0011東京都港区芝公園 2-11-17 朝井ビル 4階 
ＴＥＬ：03-6809-1408 ＦＡＸ：03-6809-1438 
ＵＲＬ：http://www.hc-zaidan.or.jp/josei/josei22/josei22.pdf 

公益財団法人 明治安田クオリティオブライフ文化財団 平成 26 年度「地域の伝統文化保存維持費用助成」 

●助成対象 ：地域の民俗芸能または民俗技術の継承、とくに後継者育成のための諸活動に努力をしてい
る個人または団体。 

●助成金額 ：地域の民俗芸能への助成：1件につき 70万円を限度。 
地域の民俗技術への助成：1件につき 40万円を限度。 

●問合せ先 ：公益財団法人 明治安田クオリティオブライフ文化財団 
〒160-0023 東京都新宿区西新宿 1-9-1(明治安田生命新宿ビル) 
ＴＥＬ：.(03)3349-6194  ＦＡＸ：.(03)3345-6388  
ＵＲＬ：http://www.meijiyasuda-qol-bunka.or.jp/ 

一般社団法人全日本冠婚葬祭互助協会 第 15回社会貢献基金助成 

●対象活動 ：①研究助成事業（テーマ：婚礼、葬儀など儀式文化の調査研究） ②高齢者福祉事業 
③障害者福祉事業 ④児童福祉事業 ⑤環境・文化財保全事業 ⑥国際協力・交流事業 

●助成対象 ：非営利組織（財団法人、社団法人、社会福祉法人、ＮＰＯ法人、その他任意団体、市民ボ
ランティアグループも対象）又は大学、研究機関（個人も可）で、今回募集する助成対象
事業の趣旨に合致する事業を行おうとしている団体等。 

●助成金額 ：１件あたりの上限額 200万円（研究助成事業は上限額 100万円） 
●問合せ先 ：一般社団法人全日本冠婚葬祭互助協会 社会貢献基金 運営事務局 

〒105-0004 東京都港区新橋 1-18-16 日本生命新橋ビル 9F 
ＴＥＬ：03-3596-0061 
ＵＲＬ：http://www.zengokyo.or.jp/social/promotion/01.html 

大竹財団助成金 

●対象活動 ：優先助成分野 ①平和 ②環境／資源エネルギー ③人口／社会保障 ④国際協力 
●助成対象 ：公益、社会問題の解決に取りくむ事業を行い、日本国内に事務所や連絡先をもつNPO、任

意の市民団体、ボランティアグループ、個人 
●助成金額 ：助成上限額50万円 
●問合せ先 ：一般財団法人大竹財団 事務局 

〒104-0031 東京都中央区京橋 1-1-5セントラルビル 11F 
ＴＥＬ： 03-3272-3900 ＦＡＸ：03-3274-1707 
ＵＲＬ： http://ohdake-foundation.org/index.php/grant 

LUSH JAPAN チャリティバンク 

●対象活動 ：①自然環境の保護活動 ②動物の権利擁護活動 ③人権擁護・人道支援活動 
●助成対象 ：小規模で草の根活動を行っている団体。他の助成財団からの助成金や寄付が集まりにくい

団体。社会をより良いものへ変革するために問題の根本を見極め、取り組む努力をしてい
る団体。波及効果があるプロジェクトを行っている団体。 

●助成金額 ：10万円～200万円 
●問合せ先 ：株式会社ラッシュジャパン チャリティバンク事務局 

〒108-0074東京都港区高輪 3 丁目 13 番 1 号 高輪コート 2 階 
ＴＥＬ： 03-6859-0767 メール：charity@lush.co.jp 
ＵＲＬ： http://www.lushjapan.com/ethical/charitybank/ 

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。） 

応募期間 

 

通年 

応募期限 

H26.1.15
（水） 
必着 

応募期限 

H26.1.31
（金） 
消印有効 

応募期限 

平成26年 
2 月末日 
必着 

偶数月の 

月末締切 

消印有効 
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まちなか豆知識 

商店街の方にきいちゃいました！ 
 

『マンガの雑誌の紙は、なぜ 

色分けしてあるの？』 
 

週間少年ジャンプなどのマンガ雑誌の
紙は白をベースにピンク、クリーム、ブル
ーなどカラフルな色使いです。 
そんなの１色でいいから安くしてよ…

と思われるかもしれませんが、実は色付き
の方が安いのです。 
マンガ雑誌に使われる紙は、印刷・製本

工場から出る裁ち落としが原料です。だか
ら、余っているならピンクでもブルーでも
使ってしまおうということなのです。同じ
ピンクでもメーカーによって微妙に色合
いが違うそうですよ。 
コストダウンのためにしていることで

すが、お目当てのマンガの最初のページが
探しやすく、作品ごとの気分転換にもな
り、一石二鳥というところでしょうか。 

 

 

ぱとな情報 

お知らせ 

『第１２回まちなか井戸端会議』開催！ 
 
お茶を飲みながら、テーマに沿って、
楽しく語り合いませんか？ 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

「ぱとな」紹介 

｢ワープロ入力代行｣をいたします！ 

 

 

１２月・１月の休館日 

12 月 

２日（月）／９日（月）／１６日（月）／ 

２２日（日）／ ２３日（月）天皇誕生日／ 

２９日（日）～３１日（火） 

 

展示コーナー情報 

１２月・１月の展示について 

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 

 

12 月 水墨画展示 

1 月 書き初め展示（予定） 
 
※ 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。 

 

（書店） 

 

 

手書きの文書をパソコン

で作って欲しいという方は、

ぱとなで「ワープロ入力代

行」を承っています。どうぞ、

お気軽にご相談下さい。 

１月 

１日（水）元日 ～５日（日）／ 

１２日（日）成人の日／１３日（月）／ 

２０日（月）／２７日（月） 

※１月６日（月）は開館します。 

 

日 時： 平成２６年１月２６日（日） 

午後 1 時 30 分～ 

場 所： こまがね市民活動支援センター 

「ぱとな」 

参加費： 無料 

テーマ：「駒ヶ根はこうなってほしい～ 

まちづくり」 

申込み： お茶の用意をします。ご連絡を

頂けると幸いです。 

連絡先： こまがね市民活動支援センター

「ぱとな」 

TEL 82-1150 

FAX 82-1151 


