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「ぱとなまつり 2016」でのガールスカウト長野県第 32 団
鼓笛隊によるオープニングの演奏の様子（H28.10.9）
１０月９日（日）に銀座通りとぱとなで、
「ぱとなまつり 2016」を開催しました。開催宣言の後、ガール
スカウト長野県第 32 団の鼓笛隊によるオープニング演奏が行われ、
華々しくイベントがスタートしました。
会場では各種団体のテント出店やパフォーマンスなどが行われ、多くの来場者で賑わいました。
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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。）
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馬 見 塚 奉 賛 会
馬見塚奉賛会
会計 山村 清治 さん

～ 地域のつながりを大切に ～

『馬見塚奉賛会』の山村さんに会の活動について紹介して頂きました。
来場者で賑わいます。演芸には毎年、赤穂南小学校
の金管バンドや赤穂中学校、赤穂高等学校の吹奏楽
部の皆さんなどが出演し、祭を盛り上げてくれます。
二年詣りは毎年大晦日の夜１１時３０分から元
旦の８時まで行っています。ダルマや縁起飾り等の
販売をしたり、篝火をたいたりなどしており、多く
の地域の皆さんに足を運んでいただき、親しんでも
らっています。毎年、ダルマを目当てに来る方もい

馬見塚成田山蚕玉神社本殿の様子

ます。新年を迎える前には、福岡まつり保存会によ

｢馬見塚奉賛会｣は、主にどんな活動を
していますか？

る獅子舞いが披露され、その後、午前 0 時に新年
を迎えると皆で祝杯を上げて、会場が賑わいます。

馬見塚奉賛会は、市内福岡にある馬見塚成田山蚕

今一番 PR したいことは何ですか？

玉神社の例大祭と二年詣りの行事を行い、家内安全、
商売繁盛、五穀豊穣、無病息災、交通安全、開運厄

馬見塚奉賛会では、新規会員を募集しています。

除、学業成就などの諸祈願を通じて、地域社会の発

地域のつながりを大切にしながら、古き良き伝統を

展を願い、地域の絆を深めると共に会員相互の親睦

継承していくために、一緒に活動しませんか。

を図ることを目的に活動をしています。

また、二年詣り、初詣りには、ぜひ馬見塚成田山

馬見塚成田山蚕玉神社では、蚕玉大神、農業の神、

蚕玉神社へ

山の神、火の神と成田不動明王の１不動尊４社を祀

お越しくだ

っています。

さい。お神

例大祭、二年詣りの様子を教えてくださ
い。

酒と甘酒で
お出迎えい

例大祭は、毎年５月３日に馬見塚祭典運営委員会

たします。

と共催で開催しています。

例大祭での子供立相撲の様子

護摩焚きや御神楽奉納の神事を執り行うほか、宝

◇代 表 ：増田 和禧
◇連絡先 ：駒ヶ根市赤穂 9831
TEL 0265-83-3410

投げや演芸、子供立相撲などの催しを行います。会
場には多くの露店が並び、親子連れなどたくさんの
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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。）

ガールスカウト長野県第３２団

日

「ガールズデイ 2016」開催

時：

平成２８年１２月１７日（土）
午前１０時３０分～午後２時
場

所：

駒ヶ根駅前ビル アルパ３階
多目的ホール
内

容：

活動紹介・展示、お茶席、
ミニコンサート、クラフト、
喫茶、キャップアート など

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

時 間

場

所

主催・問合せ先
問合せ先：ガールスカウト
長野県第 32 団（岡田）
TEL 0265-83-4051

備

考

リース作り・クラフト
作り・歌・ダンス・喫
茶・お茶席など

12 17 土 ガールズデイ 2016

10:30～
14:00

駅前ビル
アルパ 3 階

12 18 日

第 64 回子育て
地蔵尊すくすく縁日

10:00～
14:00

銀座通り

“あつい！こまがね”

ホタテ・カキ・豚汁な
どの販売をします。

1 15 日

第 65 回子育て
地蔵尊すくすく縁日

10:00～
14:00

銀座通り

“あつい！こまがね”

赤穂高等学校商業科生徒
の皆さんによるこんにゃ
く販売などがあります。

駒ヶ根三十六景いか
1 15 日 ま い か ！ フ ォ ト ・ 絵 14:00～

市立博物館

こまがね市民活動支援協会
82-1150（ぱとな）

博物館でのコンテスト作
品展は 1 月 11 日～22
日です。
（16 日は休館日）

駅前ビル
アルパ 3 階

“あつい！こまがね”
81-7303（今井）

材料費：無料
３月末まで菅の台の国民
宿舎すずらん荘で作品展
示をしています。

画コンテスト表彰式
1 24 火 吊 る し 飾 り 教 室

13:30～
15:30
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イベント報告

（ぱとなまつり 2016）

～ みんなで交流、みんなでぱとな ～
「ぱとなまつり 2016」を開催しました！！
10 月９日（日）に銀座通りとぱとなを会場にし、ぱとなまつり実行委員会が中心となり「ぱとなまつり
2016」を開催しました。今回は７回目の開催で、朝からあいにくの雨模様でしたが、開会式の頃には雨が
上がり、各種団体の皆さんによるパフォーマンスやテント出店、活動発表などで盛り上がりました。商連こ
まがね共催のスタンプラリーや子育て地蔵尊すくすく縁日などを楽しむ多くの皆さんが訪れ、賑わいました。

「日本ボーイスカウト長野県連盟駒ヶ根第一団」
の団員よる開会宣言

「信州駒ヶ根縁舞蓮」による
よさこいソーランの演舞

「信州 COUNTRY＆WESTERN
CLUB」によるダンス披露

「はなみずき」による
演歌体操披露

スタンプラリーゴールでの抽選の様子

「こまがね似顔絵倶楽部」
による席描き

「駒ヶ根花と緑と水の会」の
テントの様子

「伊那谷スタイル」による
ふんどし「駒 FUN」の
PR
4

呈茶のおもてなしの手伝いをする
「ガールスカウト長野県第 32 団」団員

子供も大人にも大人気の
チョコフォンデュ♪

「駒ヶ根歌声喫茶実行委員会」と
「はつらつハーモニカ」共演の歌声喫茶

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、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。
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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
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 245） ＦＡＸ：0265-83-4348
随時
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
●対象活動
●助成対象
●助成金額
●問合せ先

2017 年度助成

：市民科学にふさわしい調査研究および、その成果の普及や政策提言などの活動に関わる諸費用を助成。
：資格・年令、法人格等の制限はなし。一般の市民や市民グループも対象。
：１件あたりの上限額 「新規・一般応募」
：100 万円、
「継続応募」：原則として 50 万円
応募期限
：認定 NPO 法人 高木仁三郎市民科学基金
H28.12.10
〒160-0003 東京都新宿区本塩町 7-7 新井ビル 3 階
（土）
ＴＥＬ：03-3358-7064
メール：info@takagifund.org
消印有効
ＵＲＬ：http://www.takagifund.org/apply/index.html

一般社団法人セブン-イレブン記念財団

2017年度環境市民活動助成

●支援内容 ：①活動助成：環境市民活動に必要な経費を支援。②ＮＰＯ基盤強化助成：助成期間内に事務所費・人件
費などの財政基盤を強化するため、安定的に活動を継続することができる自主事業の構築・確立を目指
す環境ＮＰＯを原則3年継続して支援。③緑化植花助成：緑と花咲く街並みをつくる活動を支援。④清
掃助成：ごみのない環境をつくる活動を支援。
●対象団体 ：①活動助成：NPO法人、一般社団法人、任意団体 ②「環境の保全を図る活動」が活動分野として認証さ
れ、かつ、法人として3年以上の活動実績があるＮＰＯ法人。 ③緑化植花助成：会員名簿や年度毎の収
支報告などがあり、継続的・組織的に活動を行っている環境市民団体。④清掃助成：年間を通じて定期
的に清掃活動を行っている環境市民団体。
●助成金額 ：①活動助成：NPO 法人、一般社団法人：1 団体あたり上限 200 万円・任意団体：1 団体あたり上限 50 万
円 ②ＮＰＯ基盤強化助成：1 団体あたり上限 400 万円／年 原則 3 年継続 ③緑化植花助成：1 団体あ
たり上限 40 万円 ④清掃助成：1 団体あたり上限 20 万円
●問合せ先 ：一般社団法人セブン-イレブン記念財団
応募期限
〒102-8455 東京都千代田区二番町 8 番地 8
H28.12.10
ＴＥＬ：03-6238-3872
ＦＡＸ：03-3261-2513
（土）
メール：oubo.17b@7midori.org
消印有効
ＵＲＬ：http://www.7midori.org/josei/

「積水ハウスマッチングプログラム」 2017 年度（第 12 回）助成
●支援内容 ：
「積水ハウスこども基金」
：次世代を担うこどもたちを育成することを目的とし、こどもたちの健全な育
成に関わる活動を支援。
「積水ハウス環境基金」
：サステナブル社会の構築に寄与することを目的とし、環境や生態系の保全に
配慮した活動を支援
「積水ハウス住・コミュニティ基金」
：地域に根差した豊かな住環境の創造を目的とし、まちづくりや
地域コミュニティに関わる活動を支援
●対象活動 ：① 本会及び各基金の目的に適合するものであること。② 活動の継続性（2017 年 4 月 1 日からさかの
ぼって３年以上の活動実績。つまり 2014 年 4 月 1 日以前から活動が開始していること。任意団体での
活動期間を含む）があること。③ 公共性の高い活動であること。④ 活動主体の経営の健全性及び透明
性が確保されていること。
●問合せ先 ：＜協働事務局＞社会福祉法人 大阪ボランティア協会
〒540-0012 大阪市中央区谷町 2-2-20-2F 市民活動スクエア CANVAS 谷町
ＴＥＬ：06-6809-4901（代） ＦＡＸ：06-6809-4902
応募期限
＜事業主体＞積水ハウスマッチングプログラムの会 事務局
H28.12.12
（積水ハウス㈱ｺｰﾎﾟﾚｰﾄ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ部ＣＳＲ室）
（月）
〒531-0076 大阪市北区大淀中１丁目 1-88 梅田スカイビル タワーイースト
17
時必着
ＴＥＬ：06-6440-3440
ＦＡＸ：06-6440-3369
メール：sh-mat@sekisuihouse.co.jp
ＵＲＬ：http://www.sekisuihouse.co.jp/matching/
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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。
）

公益財団法人ベネッセこども基金

経済的困難を抱える子どもたちの学習支援活動助成

●対象活動 ：経済的な理由により学習に困難を抱える子どもたちの意欲を高め、学習に取り組む手助けとなる事業を
対象とする。
●助成対象 ：特定非営利活動法人（ＮＰＯ）、社団法人、社会福祉法人、財団法人等の非営利的活動を行う団体。
●助成金額 ：助成金額総額 2,000 万円以内（1 件あたり 100～200 万円を想定）
●応 募 先 ：
（株）グロップ内 ベネッセこども基金助成事務局
応募期限
〒277-0834 千葉県柏市松ヶ崎市新田 13-1 ロジポート北柏 4F
H29.1.5
メール：kodomokikin-jyosei@grop.co.jp
（木）
●問合せ先 ：ＴＥＬ：04-7137-2570
必着
ＵＲＬ：http://benesse-kodomokikin.or.jp/subsidy/learningopp_1.html

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安全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 ：120 万円以内
応募期限
●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
H29.1.11
〒108-0014 東京都港区芝 4-2-3 NMF 芝ビル 4 階
（水）
ＴＥＬ：03-6453-9213 ＦＡＸ：03-6453-9214
必着
ＵＲＬ：http://www.hc-zaidan.or.jp/program.html

2017年度「東京ガス環境おうえん基金」助成募集
●助成の種類：【パワーアップおうえん助成】２年以上継続して取り組んできた地域に根差した環境活動をさらに発
展・成長させる活動に対して助成。（設立２年以上の団体が対象）【スタートアップおうえん助成】地
域に根差した環境活動の立ち上げや、新しい環境プログラムづくり活動等に対して助成。（設立１年以
上の団体が対象）【森活おうえん助成】（新設）森林や藻場の育成、再生、活用により、森林・藻場の
持つ二酸化炭素吸収能力を高める活動に対して助成。（３年以上の活動実績のある団体が対象）
●対象活動 ：○活動地域：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
○活動内容：【パワーアップおうえん助成・スタートアップおうえん助成】地域に根差した活動で、助
成を受ける団体会員以外の一般市民の参加が得られ、環境保全や環境教育を通じた周囲への啓発効果が
十分期待できる活動。【森活おうえん助成】森林・藻場の育成、再生、管理、活用を行うことで、森林・
藻場の持つ二酸化炭素吸収能力を高める活動。
●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・長野県を活動エリアとするNPO
法人、公益法人、法人格を持たない任意団体又はグループ等の非営利の民間団体で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。
応募期限
●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
H29.1.16
〒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
（月）
ＴＥＬ：03-5643-6262
ＦＡＸ：03-5643-6250
消印有効
メール：ooenkikin@japan.email.ne.jp
ＵＲＬ：http://www.jeas.or.jp/activ/prom_02_00.html

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 29 年度「地域の伝統文化保存維持費用助成」制度
●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。
応募期限
●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
H29.1.31
〒360-0203 東京都新宿区西新宿 1-9-1(明治安田生命新宿ビル)
（火）
ＴＥＬ：03-3349-6194
ＦＡＸ：03-3345-6388
消印有効
ＵＲＬ：http://www.meijiyasuda-qol-bunka.or.jp/culture/guide/

7

ぱとな情報
「ぱとな」紹介

お知らせ

「信州あったかシェアスポット」に
立ち寄って暖まりましょう！

「駒ヶ根三十六景 いかまいか！
フォト・絵画コンテスト」
作品展について

「ぱとな」では、冬の省エネ対策の取組とし

こまがね市民活動支援協会が9月から11月
にかけて募集をした「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」の作
品展を開催します。ぜひご来場ください。

て「信州あったかシェアスポット」に登録し、
スポットに立ち寄って、シールを３枚集めて応
募すると抽選で景品が当たるシール
ラリーのポイントになっています。

日
時：
平成29年1月11日（水）～1月22日（日）
※ 休館日 1月16日（月）
開館時間 9:00～17:15

ペレットストーブを焚いて、温か
い飲み物を用意してお待ちしており
ます。お気軽にお立ち寄りください。

場
所：
駒ヶ根市立博物館

展示コーナー情報

表 彰 式：
平成29年1月15日（日）午後2時より
博物館にて入賞作品の表彰式を行います。

12 月・1 月の展示について
12 月 9 日 ～12 月 27 日
西駒郷 利用者作品展示

問合せ先：
こまがね市民活動支援センター内
こまがね市民活動支援協会 事務局
TEL 0265-82-1150

1月
赤穂南小学校 作品展
※ 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。

１２月・１月の休館日
１２月
５日（月）
１２日（月）
１９日（月）
２３日（金）
天皇誕生日

２６日（月）
２９日（木）
～
３１日（土）
年末年始休館

１月

まちなか豆知識
商店街の方にきいちゃいました！

１日（日）
～
３日（火）

『アクリル絵の具を使ってみませんか？』

年末年始休館

アクリル絵の具について紹介します。
アクリル絵の具は水で溶いて使え、水彩絵の
具のようになめらかに色を塗ることが出来ま
す。乾くのが早く、乾いた後は油絵のように丈
夫でがっちりとした絵になり、水にぬれてもに
じみません。油絵のような臭いもなく、扱いや
すい絵の具です。
ただし、早く乾くので、筆が固まってしまわ
ないように気を付けましょう。
材木や石ころなどさまざまなものに色を塗
ることが出来るので、クリスマスやお正月の飾
りを手作りする時などに活用してみてはいか
がでしょうか。
（画材エクラ）

８日（日）
９日（月）
成人の日

１６日（月）
２３日（月）
３０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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