
登録団体一覧 こまがね市民活動支援センター

活動分野 団体の名称 会の目的 主な活動内容

まちづくり 笑店塾　女性会 町の活性化

社会教育 夢倶楽部の会 市民の心の支援（街角に聴く文化を） 講演会、心支援プログラム実施

まちづくり 駒ヶ根花と緑と水の会
園芸福祉の理念を基に美しいふるさと創造のため協

働しまちづくりを行う。

昭和伊南総合病院、千寿園等のグリーンサポート。

オープンガーデンの展開等

保健･医療･福祉
特定非営利活動法人大曽倉ふ

れんど

住み慣れた地域で暮らし続けられる支援を行い、地

域の環境と福祉に寄与する。

通所介護、宅幼老所亀群（カメムラ）運営。地域の

活性化（休耕田にて菜の花栽培、農産加工）

自治組織 福岡区 福岡区各種活動全般

まちづくり 銀座町内会 商店街活動

子どもの健全育成 信州駒ヶ根縁舞蓮 舞をしながら育成していく

まちづくり 精進川河川愛護会
河川愛護、地域美化活動 月2～3回の河川清掃、稚魚の放流、沿線の花壇作

り、地域美化啓発活動

子どもの健全育成
日本ボーイスカウト長野県連

盟駒ヶ根第一団

青少年健全育成 日本ボーイスカウト日本連盟教育規定による。

自治組織 町三区 住民自治活動 区、自治組合、分館活動等

文化･芸術･スポーツ デジカメ教室「風」 写真を通した芸術活動の向上 月2回の勉強会。撮影（日帰り）に出ての学習

自治組織 赤須町一区 住民自治活動 区、自治組合、分館活動等

文化･芸術･スポーツ はつらつハーモニカ

歌をハーモニカ演奏で交流しながら福祉施設等訪問

演奏する。

ハーモニカレッスンと主に老人福祉施設からの依頼

や、イベント出演する。当センターも活動の場と

し、市民との交流ができればと考える。

文化･芸術･スポーツ
駒ヶ根市壮年ソフトボール連

盟

ソフトボール連盟の運営 ソフトボール

自治組織 上穂町区 住民自治活動 区、自治組合、分館活動等

自治組織 上赤須区 上赤須区の運営 地区運営
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登録団体一覧 こまがね市民活動支援センター

活動分野 団体の名称 会の目的 主な活動内容

社会教育
PCチャレンジ（50才以上の

集い）

高齢者にパソコンの基礎を教えて生きがいをみいだ

す

パソコンの基礎の勉強

自治組織 町二区

区内住民の親睦融和、生活向上、福祉増進を目途と

し、区としての自治行政一切を自主的に遂行すると

ともに、市行政の補完業務を行うこと。

自治組織 町二区八町内
地域な協同活動を行うことにより、良好な地域社会

の維持及び形成に資すること

自治組織 町四区
区行政全般を明らかにし、その確立と福祉を図るこ

とを目的とする。

区行政全般

環境
駒ヶ根観光ボランティアガイ

ドの会

観光ボランティアガイド活動を通じて市内の自然･

文化を守りそだてる。

主な活動領域は千畳敷カール。近年の活動延べ日数

200日前後。特徴は不特定多数の巡回ガイド。感動

は全国各地の来訪客とのめぐり合い

まちづくり “あつい！こまがね”
市街地を活性化させ、中心商店街に「市（いち）」

を起こそう

イベントを仕掛け、本会が先頭に立って行動する。

自治組織 北割一区
北割一区内親睦融和・生活向上・福祉増進 区内敬老会、球技大会、運動会、自主防災訓練、分

館活動、交通安全

文化･芸術･スポーツ 駒ヶ根ものづくり応援団
手しごと物づくりを応援して駒ヶ根もみじクラフト

の開催

全国より300名の出展者をむかえ全国に駒ヶ根をア

ピール

文化･芸術･スポーツ 駒ヶ根歌声喫茶実行委員会 まちを元気に 歌声喫茶

環境 ハッチョウトンボを育む会

ハッチョウトンボ棲息区域など自然環境の適正な保

全を総合的に推進することにより、広く住民が自然

環境を享受すると共に、将来住民にこれを継承でき

るようにし、もって青少年にの健全育成に寄与す

る。

生息地の整備。観察ｶｲの開催。羽化の定期的な確認

観察。ハッチョウトンボの増殖作業他
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登録団体一覧 こまがね市民活動支援センター

活動分野 団体の名称 会の目的 主な活動内容

まちづくり まちなか発見隊

中心市街地・赤穂のまちを再認識、再発見しなが

ら、まちづくりや観光、商業の活性化に役立つマッ

プを作ること

明治・大正･昭和期の古民家や店舗、レトロな看

板、営業、PR努力をしている焦点、珍しい古木や

植物、庭先の草花、石造文化財、新店舗など掲載予

定

自治組織 南割区 区行政、自治活動 区行政、自治活動、分館活動

まちづくり 農事組合法人　北の原 営農活動 農業を通じた地域活性化

自治組織 中割区 自治活動 自治活動

自治組織 北割一区　切石原自治会
地域的な共同活動を行うことにより、良好な地域社

会の維持及び形成に資する。

地域的な共同活動

自治組織 下の坊第二自治会 下の坊第二自治会活動 自治会　会議　他

自治組織 小町屋区
小町屋区自治行政との確立と区民の福祉を図る 敬老会、市政懇談会、成人式、消防防災、青少年育

成、河川愛護　他

子どもの健全育成
駒ヶ根市小学生相撲大会実行

委員会

相撲競技を通じて心と体を鍛え健康で粘り強い子に

育つことを願い大会を実施

小学生相撲大会の実施

環境
特定非営利活動法人「天竜川

ゆめ会議」

「天竜川みらい計画」の実現 社会教育の推進、まちづくりの推進、環境の安全、

子供の健全育成

文化･芸術･スポーツ
信州COUNTRY＆WESTERN

CLUB

世代、性別に関わらず、自らの人生を更に楽しく幸

せに感じるための会

ボランティア活動（ダンスライブ、体験交流会、イ

ベント運営など）

文化･芸術･スポーツ 里山を楽しむ会
低山のハイキングから3000m級の登山（会則によ

る）

平成17年度より活動、県内県外の里山、登山

自治組織 福岡区第9自治組合
第9自治組合住民の生活福祉の向上を図る目的とす

る

自治組合活動全般
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登録団体一覧 こまがね市民活動支援センター

活動分野 団体の名称 会の目的 主な活動内容

まちづくり 下平区誌編纂委員会

誇りある郷土の歴史をまとめ、若者に伝えていく。 記録誌（史）「宵祭」の発行、マップ「おいでなん

しょ」の発行、記録碑「下平学校跡」の建立、年表

の作成・自然分野の資料収集

保健･医療･福祉 伊那谷生と死を考える会 老・若、精神面のケア活動 集会と通信活動

自治組織 市場割区 自治活動 自治活動

まちづくり つるし飾り隊

つるし飾りを作り、教え合い、飾ることで住民同士

の絆ができ、まちの活性化も期待できる。

25年度はマラソン大会につるし飾りを4800個飾る

ことを目標に各地域で教室を開く。以後は小さな集

まりで作ることを広めていく。

まちづくり
信州駒ヶ根おいでなんしょ祭

実行委員会

祭りを観光戦略及び中心市街地活性化戦略にする 縁舞蓮による全国のよさこいソーラン団体・祭り開

催地との交流

子どもの健全育成
ガールスカウト長野県第32

団

少女と女性の可能性を最大限に伸ばす すべての女の子たちが自分の可能性を最大限に発揮

し、よりよい未来、社会を創っていく運動

赤穂中学校卒業生同窓会 午羊会
還暦の集い開催のため（昭和44年度赤穂中学校卒

業生）

同年会（役員会等）の開催

文化･芸術･スポーツ こまがね似顔絵倶楽部
似顔絵の楽しさを１人でも多くの方に広げるため 中沢小、東伊那小学校の６年生の卒業記念似顔絵制

作

自治組織 北割二区
北割二区の親睦融和、生活向上、福祉増進を目的と

する。

自治会活動

環境 福岡区十二天の森を守る会

十二天の森の自然環境を常に観察し、情報の交換、

市への提言、植生の復活運動等の事業を継続的に行

なう。

観察会、巡視、森周辺の環境整備等

文化･芸術･スポーツ 長野県上伊那岳風会 詩吟をとおして地域との交流 大会、講習会、その他

まちづくり 大宮五十鈴神社祭典委員会 大宮五十鈴神社祭典 祭典準備

自治組織 市場割区　宮の前自治会 会員相互の親睦、福祉の増進
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登録団体一覧 こまがね市民活動支援センター

活動分野 団体の名称 会の目的 主な活動内容

自治組織 福岡第一自治組合 自治活動

自治組織 地縁団体　辻沢自治組合
良好な地域社会の維持及び形成 環境整備、明神様祭典（式年御柱祭 H28年4月大

祭）

まちづくり まほろばの里研究会 地域の活性化 歴史古道フットパスによる地方創生活動!!

文化･芸術･スポーツ 小さな絵講座 ふれ合い・向上心 ①絵を描く　②展示

保健･医療･福祉 町三区社会福祉協議会 地域のまとまり、高齢者の出場所、交流

まちづくり さくらのかい実行委員会 ともに創ろう！日本一の笑顔あふれるまち 笑いの場の企画・運営　他

まちづくり 伊那谷スタイル
地域の活性化 H27.10.4伊那谷スタイルフェア実施、駒fun普及活

動、H28.5.18～20日創研全国大会in新潟出店

まちづくり 馬見塚奉賛会 地域住民が集い馬見塚例大祭を挙行する 例大祭・2年参り・毎月境内清掃作業

自治組織 福岡第五自治組合 自治会活動 敬老会、収穫祭、どんど焼き

保健･医療･福祉 福岡地区社会福祉協議会
区民の福祉活動を支援し、より良き地域づくりを進

める

サロン活動の支援、配食サービスの支援、地域の支

え合い活動

まちづくり 大御食神社総代会 大御食神社年番祭典の実施 伝統芸能の伝承

まちづくり 福岡津島神社奉賛会

津島神社を中心に疫病・厄難を払い五穀豊穣・交通

安全・地域振興他を祈願する。会員相互の親睦を図

り地域社会の繁栄に寄与する。

７月に行う祭典を執り行う

保健･医療･福祉 駒見会 断酒会、地域社会への啓発活動他 市民セミナー・キャンペーン活動等

子どもの健全育成 伊南子ども劇場

子供のためにすぐれた芸術を鑑賞し、それを通じて

子供の感受性・自主性を育む

年に4回、生の舞台芸術をを鑑賞する。キャンプ、

みそづくり、遊びの会など、子どもの心を豊かに育

てるための活動も行っている。

保健･医療･福祉 福岡高齢者クラブ福寿会
健康で明るく希望に満ちた生活を求め経験と知恵を

後世に伝え、ふるさとづくりに努める。
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登録団体一覧 こまがね市民活動支援センター

活動分野 団体の名称 会の目的 主な活動内容

環境 駒ヶ根市食器リサイクルの会
不用食器のリサイクル 不用食器のリサイクル（リユース・リサイクル）

国際協力 駒ヶ根協力隊を育てる会
JICAボランティアの活動に支援を行い、地域の国

際交流・協力を推進すること

「ちいさな国際貢献運動」、「みなこいワールド

フェスタ」、「中学生体験入隊」など

子どもの健全育成 スポーツ少年団　陸上 陸上競技を通じ青少年の育成に資す 陸上大会、選手の援助、交流活動

子どもの健全育成 スポーツ少年団　新体操団

子供達の体力と技術の向上、精神の健全育成 発表会、ひな祭りカップの開催。中体連、チャイル

ド選手権、U－12トライアウト等に出場、全国大会

をめざします。

保健・医療・福祉
特定非営利活動法人　地域支

え合いネット

この法人は、子どもから高齢者、障がいを持つ人等

すべての地域住民に対し、誰もが住み慣れた地域で

いきいきと活躍できる社会を実現するため、住民が

主体となって取り組む住民相互の支え合い、助け合

いの活動を支援すると共に、行政や各種団体と連携

を図りながら各種事業を行い、もって地域福祉の向

上に寄与することを目的とする。（定款第3条）

①高齢者の生活・移動支援事業

②生きがいづくりデイサービス事業

③認知症フレンドリー地域づくり事業

自治組織 中割区上穂沢自治組合 自治組合の資料作成・自治活動 総会・敬老会など

環境
中央アルプス雷鳥サポーター

ズクラブ

ライチョウの観察と保護 中央アルプスの自然環境保全と雷鳥の保護活動

自治組織 町４区１町内会 自治組織 防災対応・自治組織運営

自治組織 春日自治組合
地区の安全活動と環境保全 中割区と自治組合で協力し、地域の安全・安心・環

境の活動を行う。
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登録団体一覧 こまがね市民活動支援センター

活動分野 団体の名称 会の目的 主な活動内容

国際協力
独立行政法人国際協力機構

駒ヶ根青年海外協力隊訓練所

JICAボランティアの活動に支援を行い、地域の国

際交流・協力を推進すること

JICA海外協力隊の派遣前訓練を実施するため1979

年に開設された。解説40周年を迎え等訓練所から2

万人を超える隊員が途上国で活動してきた。

自治組織 町四区五町内自治会 自治会活動

文化･芸術･スポーツ
羊毛フェルトサークルフェル

め～る

趣味を通じての仲間づくり 羊毛を使用し、作品を作り楽しむ会

自治組織 町四区三町内
会員相互の扶助ならびに福祉の増進を図る。 町四区事業への積極的参加ならびに自主防災活動の

推進

保健・医療・福祉 北割１区地区社会福祉協議会
福祉支援、ボランティア活動 各通いの場支援（サロン）、ふれあい広場花壇管理

自治組織 美里自治会 良好な地域社会の維持の目的 自治会活動

国際協力
地球人ネットワークinこまが

ね

言葉や宗教・国籍にとらわれず、お互いの文化・個

性を尊重しつつ外国籍住民と地域住民との相互理解

を図り、暮らしやすい地域社会を目指す。

(1)外国籍住民の日本語習得

(2)諸外国の文化を学び交流する

(3)外国籍住民の生活上の相談

(4)関係団体等との連携

文化･芸術･スポーツ 劇団サムライナッツ 演劇文化創造団体として地域に根づく 夏公演、小劇場公演の他、演劇WSの開催等

まちづくり 駒ラボ

多目的な視点から6次産業を捉え、地域を巻き込

み、仲間を増やしながら個々の夢を実現させる手伝

いや地域の魅力を発信していくこと

学習会、マルシェ等（すくすく縁日など）の出店な

ど

市民活動支援
暮らしと市政を繋ぐ市民ネッ

トワークHUGこまがね

市民がつながりを持ち、誰もが幸せに暮らせるまち

にすること

・暮らしやまちの課題についてのイベントや勉強会

を開催

・市民の声を集め市政に生かしてもらう

環境
田んぼビオトープネットワー

ク

田んぼビオトープを広げ生物多様性豊かな駒ヶ根を

目指す。

無(低)農薬＆有機農法を通して多様な生物を育み、

最終的にはこの街にコウノトリを呼ぶ。
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登録団体一覧 こまがね市民活動支援センター

活動分野 団体の名称 会の目的 主な活動内容

文化・芸術・スポーツ 絵手紙つたの会 絵心を学び心を豊かにする 絵手紙を描く

環境 ふるさと案内人Ａ・Ａ
伊那谷の観光案内、自然観察会、おもてなし 市内上伊那の観光、自然観察、自然保護に携わって

いる仲間

文化・芸術・スポーツ 一般社団法人篠原あや記念会

詩人篠原あやの名を後世に残すこと、子供の育成及

び地域貢献。

会が発足したばかりで実績はありません。横浜で生

活していた篠原あやの紹介を中心に駒ヶ根と横浜を

つなぐ団体でありたい。

農政活動 農事組合法人なかわり 地域農村を守る担い手 農政・営農活動

赤穂中学校卒業生同窓会 07申酉どんぐり会 同窓会の設立 同窓会の設立

市民活動支援 ふるさとサポート隊

市内外を問わず、発生した災害等において、人材

的・物質的・金銭的援助を行う。

１．宮城県女川町支援－ミニバイク提供、卓球台提

供、ボランティア派遣旅費負担、等

２．宮城県女川町「高政」の揚げカマボコ販売支援

（4000個）

３．新型コロナウィルス対応「ありがとうシール」

500ケ配布

文化・芸術・スポーツ 悠遊書会 書道振興

市民活動支援 こまがねシェア会議 それぞれの企画、活動等をシェアする 月１回メンバーで集まり、情報をシェアする

子どもの健全育成
親と子学び育ちの会「まねき

neko」

だれもが安心して暮らせる共生社会の実現に向けて

「交流会、学習会」を行う

ながの発達障がい啓発週間「結」プロジェクト定例

会／学習会／eスポーツ研究会

文化・芸術・スポーツ 駒ヶ根OBソフトクラブ
60歳以上の男性が集まり、親睦を兼ねてソフト

ボールを行う

ソフトボール、県大会参加

子どもの健全育成 かたつむりの会
生きづらさを抱えた子ども若者の支援活動 不登校の子どもたちにスポーツを通した居場所の提

供まちづくり（子どもを育む地域づくり）

子どもの健全育成 てんとうむしの会
不登校の親子の交流 定期的な交流。楽しめること、学ぶことの企画な

ど。
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登録団体一覧 こまがね市民活動支援センター

活動分野 団体の名称 会の目的 主な活動内容

まちづくり 福岡大原自治組合 自治会活動 地域の安心安全な生活の見守り、親睦活動。

まちづくり 北原自治会 自治活動

赤穂中学校卒業生同窓会 08酉戌あすなろ会 厄年会 厄年会

まちづくり
上赤須区赤須ヶ丘タウン自治

会

タウン居住者間の親睦を図り、安全で安心住みやす

いまちづくりを進める

区主催行事（スポーツ大会等）への参加及び会員相

互の交流懇親

環境
県道駒ヶ岳線をきれいにする

会

県道駒ヶ岳線の環境整備

子どもの健全育成 やっちゃえ！ブライダル

赤穂高校生によるブライダル事業を通した地域の幸

せづくり

第7回信州おもてなし大賞、奨励賞、長野県生徒商

業研究発表会優秀賞（2年連続等）。これまで高校

生による結婚式のプロデュースや、コロナ禍におけ

るブライダル事業に向けた新商品の開発、販売を

行ってきました、駒ヶ根市の主要事業の一つである

結婚式を通した地域の幸せづくりを高校生が主体的

に学び実践しています。

文化・芸術・スポーツ アクアくらぶ 絵を通して相互の理解と親睦を図る 月１回程度、ぱとなで講座及び交流を持つ
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