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「こまがね似顔絵倶楽部」似顔絵教室の様子（H30.5.19）
「こまがね似顔絵倶楽部」は、土曜日の午前中に月２～３回「ぱとな」で似顔絵教室を開催しています。
毎回、会員の皆さんが笑顔で似顔絵教室に参加し、似顔絵の腕を磨いているのは見ていてとても楽しくなり
ます。
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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。）

伊南子ども劇場
伊南子ども劇場
運営委員長 遊佐千恵子 さん

～ みんなで子育てを
楽しくやっていこう！ ～

「伊南子ども劇場」運営委員長の遊佐さんから活動について紹介をして頂きま
した。
「あそびじゅく」を月１回開催し、山遊び体験をし
たり、低学年おやこキャンプ、高学年サマーキャン
プやスキーバスツアーなどの交流イベントを企画
し、開催したりしています。
また、駒ヶ根市こどもまつり、子育てサークル連
絡会のフリーマーケット、駒ヶ根市のふれあい広場
などの地域のイベントにも参加して、地域との交流
を図っています。

今一番 PR したいことは何ですか？
劇場のこどもまつり 締めはみんなでダンス

今年度最初の鑑賞例会は、６月１６日（土）午後

「伊南子ども劇場」は、どのような団体
ですか？

６時３０分から飯島町文化館で人形劇団むすび座
が「アラビアンナイト」を上演します。

「子ども劇場」や「親子劇場」というのは各地域

人形劇は観る人の想像力を膨らませて、子どもだ

でそれぞれ全国的に活動しています。その中の一つ

けでなく、大人の考える力も育てるものと言われま

として、駒ヶ根市、宮田村、飯島町、中川村の伊南

す。1 回ごとに進化していくもので、何度見ても新
しい発見ができます。

地域を中心に活動しているのが、
「伊南子ども劇場」

この人形劇の観賞は、会員制になっています。当

です。
主に舞台芸術を定期的に鑑賞する「芸術鑑賞」と

日入会することも可能ですので、興味のある方は、
ぜひ当劇場に入会して頂き、生の芸術を味わってほ

キャンプやスポーツなどを通して会員同士の交流

しいと思います。

を深める「自主活動」を２本の柱として、地域の成
長を目指し、非営利活動をしている団体です。

入会金は一家族
1,000 円で、会費

現在、会員は約２４０人で活動しています。

が 一人 月 1,000

「伊南子ども劇場」の活動について
教えてください。

円です。各種割引
もありますので、

みんなで子育てを楽しくやっていこうというの

興味があり詳しく
は知りたいという

をモットーにして活動をしています。
「芸術鑑賞」では、自分たちで例会の内容を企画

方は、事務局まで

しています。２０１７年度は、長谷川義史さんの絵

ご連絡ください。

観劇の前の３つのお約束
「たべない・しゃべらない・はしらない」

本ライブ、クロワッサンサーカス SHOW とその事
前交流会のつなわたり体験、笑福亭鶴笑の爆笑寄席

◇代 表：遊佐 千恵子
◇住 所：駒ヶ根市上穂南 4-12
◇連絡先：TEL 0265-83-4130
（火～金曜日 10:00～15:00）

や一人芝居、音楽などを企画し、鑑賞例会を開催し
ました。
「自主活動」では、東伊那の山林内の秘密基地で
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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。）

デジカメ教室「風」 「デジカメ教室と写真展のご案内」

ハッチョウトンボを育む会 「ハッチョウトンボ観察会・講演会」開催

3

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。）

NPO 法人大曽倉ふれんど「亀群喫茶」のご案内
お茶を飲みながら、おしゃべりしたり歌ったり。介護についてご相談がある方も、気軽に
お出かけください。お待ちしています。
日

時 ： 毎月 第 2 土曜日（原則）

6 月 9 日・ 7 月 14 日・

午後１時～４時

8 月 4 日・ 9 月 8 日・

利用料 ： コーヒーセット 300 円
場

10 月 13 日・11 月 10 日・

所 ： 中沢大曽倉 亀群（かめむら）

12 月 8 日を予定しています。

問 合せ ： 中沢大曽倉「宅幼老所亀群」
TEL･FAX：87－2317

ボランティアさん募集中！ ぜひ様子を見に来てください。

イベント情報
月 日
6

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

9 土 亀群喫茶

時 間
13:00～
16:00

場

所

中沢大曽倉
宅幼老所
亀群

伊 南子ども 劇場鑑 賞例
6 16 土 会・人形劇団むすび座
18:30 開演 飯島町文化館
「アラビアンナイト」
第 82 回子育て
10:00～
6 24 日
銀座通り
地蔵尊すくすく縁日
14:00
6 26 火

つるし飾り
ワークショップ

13:30～
15:30

6 30 土
～ ～ ～ 大 御 食 神 社 夏 の 大 払 8:00～
い （ 茅 の 輪 く ぐ り ） 12:00
7 7 土
8:30～受付
第 26 回駒ヶ根市
7 14 土
9:00～開会
小学生相撲大会
式

NPO 法人大曽倉ふれんど
TEL 0265-87－2317
伊南子ども劇場 事務局
TEL 0265-83-4130
“あつい！こまがね”

備

考

お菓子代 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
こまがね大使村まつりと
同時開催

駅前ビル
アルパ 3 階

“あつい！こまがね”
材料費：無料
0265-81-7303（今井）

美女ヶ森
大御食神社

大御食神社総代会
駒ヶ根市相撲大会実行

初穂料 1,000 円
申込不要

切石公園相撲場/
委員会 0265-83-2111
雨天：市民体育館

13:00～
16:00

中沢大曽倉
宅幼老所
亀群

内線 211（下澤）
NPO 法人大曽倉ふれんど
TEL 0265-87－2317

ボランティアを募集し
ています。
お茶菓子代 300 円
ボランティア募集中

第 83 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”

21 土 ハ ッ チ ョ ウ ト ン ボ
・ ・
22 日 観 察 会

10:00～
12:00

南割公園
トンボの池

ハッチョウトンボ
講演会

17:00～
18:00

アイパル

13:30～
15:30

駅前ビル
アルパ 3 階

7:00～
10:00

駒ヶ根市中沢
｢水辺の楽校｣
新宮川合流点

7 14 土 亀 群 喫 茶
7 15 日
7

主催・問合せ先

7 22 日

つるし飾り
ワークショップ
天竜川流域侵略植物
7 29 日 駆除 7.29 大作戦
7 24 火

（アレチウリ駆除作業）
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会場に市内小学生が飾り
つけをした七夕飾りを展
示します。
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。

ハッチョウトンボを
育む会 事務局
090-6562-3017
ハッチョウトンボを
申込不要・入場無料
育む会 事務局
090-6562-3017
“あつい！こまがね”
材料費：無料
0265-81-7303（今井）
特定非営利活動法人
天竜川ゆめ会議
事務局 81-1368

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。
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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。）

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
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）
H30.6.15
●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
〒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
（金）
ＴＥＬ：03-5623-5055 ＦＡＸ：03-5623-5057 メール： rmutoh@civilfund.org
必着
ＵＲＬ：
https://www.pfizer.co.jp/pfizer/company/philanthropy/pfizer_program/announce/index.html
公益財団法人ヨネックススポーツ振興財団 平成 30 年度助成金
●助成対象 ：(1)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
上継続して実施している団体とします。(2)団体とは次のとおり。①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。②上記以外の団体であって以下の要件
を備える団体。（特定非営利活動法人等）ア．定款、寄附行為に類する規約等を有すること。イ．団体
の意志を決定し執行する組織が確立していること。ウ．自ら経理し監査する等会計組織を有しているこ
と。エ．団体活動の本拠としての事務所を有すること。
応募期限
●助成金額 ：指定の期間に予定する一つの事業予算の２分の１（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
H30.6.20
〒113-8543 東京都文京区湯島 3-23-13
（金）
ＴＥＬ：03-3839-7195
ＦＡＸ：03-3839-7196
消印有効
ＵＲＬ：http://www.yonexsports-f.or.jp/joseikin.html
一般社団法人 全国食支援活動協力会「こども食堂 拠点整備応援プロジェクト」
●助成対象 ：①自主学習の支援、子ども同士の遊び、子育て支援、食育体験など、子どもの健やかな成長のため、食
事提供のある居場所づくり活動に取り組んでいること。②孤食や生活困窮など様々な家庭環境の子ども
を含む地域の子どもたちが気軽に参加できること。③子どもの様子を見守り、必要に応じて専門の支援
機関につなげる取組があること。④平成 30 年４月１日時点で開設していること。⑤原則、定期開催で
きる活動拠点を持ち、月２回以上開催していること。
⑥宗教、政治、営利活動を主目的としないこと
応募期限
●助成金額 ：１件あたり、20 万円を限度
●問合せ先 ：一般社団法人全国食支援活動協力会
H30.6.29
〒158-0098 東京都世田谷区上用賀 6-19-21
（金）
ＴＥＬ：03-5426-2547
必着
ＵＲＬ：http://www.mow.jp/
公益財団法人太陽生命厚生財団 平成 30 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
H30.6.30
〒143-0016 東京都大田区大森北 1-17-4 太陽生命大森ビル
（土）
ＴＥＬ・ＦＡＸ：03-6674-1217
必着
ＵＲＬ： http://www.taiyolife-zaidan.or.jp/
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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。）

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
●問合せ先 ：一般社団法人 全国食支援活動協力会
H30.6.30
〒158-0098 東京都世田谷区上用賀 6-19-21
（土）
必着
ＴＥＬ：03-5426-2547 ＦＡＸ：03-5426-2548
ＵＲＬ：http://www.mow.jp/
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 ③これらの環境
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
応募期限
●問合せ先 ：公益財団法人 朝日新聞文化財団
H30.6.30
〒 100-0005 東京都千代田区丸の内2-1-1 明治生命館6階
（土）
ＴＥＬ：03-6269-9441 ＦＡＸ：03-6269-9442
必着
ＵＲＬ：http://www.asahizaidan.or.jp/grant/grant02.html
第29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、緑の持つヒートアイランド緩和効果、生
物多様性保全効果等を取り入れることにより、人と自然が共生する都市環境の形成、および地域コミュ
ニティの活性化に寄与するアイデアを盛り込んだ緑地プランを募集。
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、保育園・
幼稚園、学校、福祉施設等での情操教育、身近な環境の改善等に寄与するアイデアを盛り込んだ花や緑
のプランを募集。
●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
H30.6.30
〒101-0051 東京都千代田区神田神保町3-2-4 田村ビル2階
（土）
ＴＥＬ：03-5216-7191 ＦＡＸ：03-5216-7195
消印有効
ＵＲＬ：https://urbangreen.or.jp/grant/3hyosho/green-plan/youkou-plansho
公益財団法人あしたの日本を創る協会 平成 30 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
H30.7.4
〒113-0033 東京都文京区本郷 2-4-7 大成堂ビル 4 階
（水）
ＴＥＬ：03-6240-0778 ＦＡＸ：03-6240-0779 メール：ashita@ashita.or.jp
ＵＲＬ：http://www.ashita.or.jp/prize/
公益財団法人イオン環境財団 第 28 回イオン環境活動助成公募
●対象事業 ：「生物多様性の保全と持続可能な利用のために」のテーマに基づき、以下のいずれかの分野で環境活動
を行う事業【活動分野】①植樹 ②里地・里山・里海の保全・河川の浄化 ③環境教育 ④野生生物・絶滅
危惧生物の保護
●対象団体 ：実地を伴う活動に積極的に取り組んでおり、以下の項目を満たす団体（運営団体の法人格有無及び種類
は不問）① 基本テーマに沿った活動を実施する。② 日本国内に窓口があり、既に１年以上の活動実績
を有する。③ 速やかな活動報告ができる。
応募期限
●助成金額 ：総額 1 億円
H30.8.31
●問合せ先 ：公益財団法人イオン環境財団 助成事業係
（金）
ＴＥＬ：043-212-6022 メール：ef@email.aeon.biz
必着
ＵＲＬ：https://www2.aeon.info/josei/
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ぱとな情報
お知らせ

「ぱとな」紹介

「ぱとな」リニューアルオープンについて

ぱとなギャラリー展示作品募集中！
ぱとなでは、展示スペースに写真
や絵画、蒔絵など様々な作品の展示
を行っています。
ただいま、ぱとなギャラリーに展
示をして頂ける方々を募集していま
す。展示を希望される場合は事務局
へご相談ください。
また、ぱとなギャラリーは入場無料です
ので、お気軽にお立ち寄り頂き、期間ごと
に替わる作品をお楽しみください。

「ぱとな」は７月１日（日）より銀座通り
でリニューアルオープンします。
駅前ビル「アルパ」２階の仮事務所から銀
座通りへ再移転をしますので、下記の日程を
ご確認の上ご利用いて頂きますよう、よろし
くお願い申し上げます。
・駅前ビルアルパ 2 階仮事務所での業務
６月２４日（日）18:00 まで

展示コーナー情報

・移転の為臨時休館
６月２６日（火）～３０日（土）

6 月・7 月の展示について

・銀座通り事務所での業務開始
７月１日（日）10:00 より

6 月 1 日（金）～6 月 2３日（土）
湯澤ふき子さん「小さな絵作品展」
※会場：駅前ビルアルパ 2 階
7 月１日（日）～7 月 24 日（火）
こまがね似顔絵倶楽部「作品展」

６月・７月の休館日
６月

７月

４日（月）

２日（月）

５日（火）

９日（金）

保守点検日

１０日（土）

１１日（月）

保守点検日

１８日（月）

１６日（月）

２５日（月）
２６日（火）
～
３０日（土）
臨時休館

※ 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
商店街の方にきいちゃいました！

『誰でもピアノが弾ける寄合所です！』

海の日

以前はまんじゅう屋をしており、そのイメー
ジが強いかもしれませんが、今はコーヒーやお
茶を飲んで頂く休み処を営んでいます。
野菜や花の育て方について情報交換をした
り、お客さん同士が自分で作った野菜やハーブ
を持ち寄って交換したりする寄合所になって
います。また、ピアノがあるので、誰でも自由
に演奏を楽しんで頂くことも出来ます。市外の
男性や年配になってからピアノを始めた方な
どいろんな方がピアノを弾きに来ます。
ピアノを弾いてみたい方、のんびりお茶をし
たい方、どなたでもお気軽にお立ち寄り、お寛
ぎください。
（みどりや）

１７日（火）
振替休館

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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