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よっちゃばる通信では、笛吹市内の市民活動や地域づくりにかかわる団体の活動や情報などを紹介

します。 

 

平成 21年度地域振興促進助成事業実績報告会 

 

 

 

 

平成 21 年度に地域振興促進助成事業を活用して、地域活動や市

民活動に積極的に取り組んだ団体の実績報告会が、7月 23日にスコ

レーセンターにおいて行われました。 

地域振興促進助成事業は、市民活動団体や行政区の皆さんによる

地域づくりや地域活性化のための活動に対し、助成金を交付し支援を

行うものです。 

平成 21年度に助成金を活用した団体は 28団体で、活動内容は地

域の環境整備、伝統文化の継承、防災意識の啓発、文化交流イベント

など様々です。 

28 団体のうち 8 団体が活動内容の発表を行い、20 団体が資料掲示などを行いました。農事

等大変忙しい時期での開催でしたが、大勢の市民の皆様にご参加いただきました。今後の地域活

動や市民活動に取り組むきっかけにしていただきたいと思います。（助成事業一覧は次頁から） 
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平成２１年度笛吹市地域振興促進助成事業　助成事業一覧　

№ 団体名 所在 内　　　容 助成額(円)

1 熊野堂下区 春日居
熊野堂囃子保存事業（助成２年目）
熊野堂囃子の保存伝承のため、子どもたちの育成活動のための楽器購入・
修理

196,500

2 石和ざぶとん亭実行委員会 石和
笑いによる町おこしイベント（助成３年目）
地域の実行委員会により、地域活性のきっかけづくりとなる、お寺を会場とし
た寄席の開催

100,000

3 北野呂区 一宮
地区防災体制整備事業
地域の防災意識醸成のための研修や防災関係計画の策定を行う

84,000

4 春日居町国府第３区 春日居
地域防災意識高揚を目的とした地域交流（助成３年目）
地域防災の現実的な課題であるコミュニティの再生のための交流事業

126,000

5 河内区 石和
河内区地域づくり事業
地区内環境整備地の緑化に地区住民の参加で取り組み、地域連帯を図る

630,000

6 永井天神社神楽保存会 八代
文化財の継承存続事業（助成２年目）
市無形文化財の太々神楽の継承存続のためのＤＶＤ化

350,000

7 ボランティアガイド笛吹 一宮
笛吹市内旧跡ガイド（助成３年目）
文化財ガイドの育成と継続のための活動

205,000

8 笛吹市御坂国際交流協会 御坂
音楽を通じた国際交流事業（助成２年目）
地域における国際交流意識啓発のための音楽による多文化交流イベントの
開催

500,000

9 石和体協野球塾 石和
野球指導による青尐年育成事業（助成３年目）
小中学生の野球指導を通じて、非行防止に取り組む

415,000

10 鄙（ひな）の会 石和
八田書院活用事業（助成３年目）
八田書院でのひな飾りや五月人形展示等を実施

183,750

11 親子ふれあい広場 一宮
親と子の共同参画による青尐年活動事業（助成２年目）
地域教育活動として、講演会や親子での史跡巡りを開催する

389,000

12 NPO法人 Hope　笛吹 石和
笛吹市の地域情報の公開事業
実行委員会による地域情報発信フリーペーパー発行

693,000

13
NPO法人
学びの広場ふえふき

境川
地域を学び環境美化を推進する活動（助成２年目）
実行委員会により市民と学校が一緒になって、地域を知り、地域美化に取り
組む

63,000

14 小石和区 石和
文化祭事業
地域住民の文化啓発・交流のため地区文化祭を開催

50,000

15 春日居中輪菊愛好会 春日居
春日居町菊の散歩路（助成２年目）
菊の散歩路を地域で開催し、地元観光と地域活性化に取り組む

273,000

16 笛吹ローズクラブ 石和
バラによる景観づくり事業（助成２年目）
市のバラを広める事業（育成技術講習会、講演会、駅前広場のバラの管理）
を行う

255,400

17 下黒駒朝市遊歩道推進会 御坂
地域資源の整備による地域活性化（助成２年目）
地区内の河川沿岸道路を整備し、遊歩道化することで地域活性化につなげ
る

50,000

18
NPO法人
Happy Spaceゆうゆうゆう

石和
中学生パパ･ママ体験講座（助成２年目）
中学校との協働で子育て体験講座を中学生対象に実施

420,000

19 すくすくランド 石和
地域シニアサロン事業
地域の高齢者の居場所をつくり、地域の福祉向上と生涯学習の場づくりを行
う

140,000

20 朗読サークル小松 八代
朗読会を通じた地域活性化
介護施設、敬老会を訪問し朗読や歌を通じて交流を図る

107,800

21 ザ・いさわJAZZ実行委員会 石和
ジャズを通じた地域文化の醸成
足湯広場、石和駅前等でライブを開催。ジャズブランドとのイメージ化を狙う

542,500

22 春日居町ふれあい連絡会 春日居
地域防犯活動・環境整備（助成２年目）
桃盗難防止パトロールや放置自転車整理など地域の防犯活動を主体的に
行う

50,000

23 えこふく 八代
菜種油による地球温暖化防止推進（助成２年目）
遊休農地の借地による菜の花栽培を通じてBDFによるエコサイクルを作る

48,552



№ 団体名 所在 内　　　容 助成額(円)

24 笛吹市サッカー協会 石和
サッカーを通じた市民スポーツの普及（助成２年目）
サッカー教室の開催、パパさんリーグの開催によるスポーツ振興

181,000

25 石和温泉観光協会 石和
甲斐国千年の都　市民総ガイド事業
笛吹市の歴史、文化をまとめた冊子による観光振興

602,700

26 笛吹市文化財愛護会 石和
甲斐の国千年の都　笛吹市PR事業
市内各所にのぼり旗を掲げ、甲斐国千年の都笛吹市の歴史と文化をアピー
ルする

719,450

27 日本語塾　和 石和
日本語教室
在住外国人の生活支援のため、日本語指導を行う

50,000

28 レミオロメンと笛吹を応援する会 石和
レミオロメン紅白初出場応援事業
のぼり旗設置、パブリックビューイングなどでレミオロメンのふるさと笛吹市と
市民の一体感を盛り上げる

320,000

7,745,652助成２８団体



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 笛吹市民講座スコレー大学「朗読教

室」で学んだ仲間を中心に、平成 17

年 8月に発足しました。 

 毎月第 3水曜日に、元山梨放送ア

ナウンサーの小松明美さんを講師に

お願いして朗読の勉強をしています。 
 

 発足 2年目からは、ボランティア

活動として敬老会・介護施設・病院な

どを訪問し、朗読をはじめ童謡・なぞ

なぞ問答・ハーモニカ演奏等の慰問活

動を行っています。 

 また、「朗読を通した地域ふれあい事業」

として、地域の皆さんと連携して、公民館

や集落センターで朗読会やお話し会を開催

し、住民の交流や施設利用者の触れ合いの

場を提供しています。 

なお、朗読教室を開催し朗読ボランティ

アの養成も行っていますので、興味がある

方はお気軽に声をお掛けください。 

 

※お問い合わせは、 

朗読サークル小松事務局 

 TEL055-265-4177 



 

 

舞子相互の親睦を図り、協力して八代

町永井地区の天神社に永代伝承される

「神楽」を継承し、後世に長く保存する

ことを目的に活動しています。 

また、後継者を育成することで、若い

世代の住民が地域の歴史や伝統文化を知

り、実際に触れる機会を増やし、地域に

対する愛着も育てていきたいと考えてい

ます。 
 

永井天神社の神楽は、永
えい

享
きょう

年間

（1430年）発祥とされ、中途絶えていましたが、明治 21年に再興されました。岩戸開きの舞を

首座とする 24座の舞があり、古来より永井区住民により伝承されています。昭和 39年に旧八代

町、平成 16年に笛吹市無形民俗文化財として指定されています。 

平成 20年から 3年計画で、笛吹市地域

振興促進助成事業を活用し、老朽化した装

束や器具などの整備と、舞や笛などの技術

伝承・記録保存のための DVD化に取り組

んでいます。 

神楽は、毎年 4月の第 1土曜日・日曜

日に開かれる春季例大祭にて奏上されて

いますので、是非一度ご覧下さい。 

また、記録 DVDの貸し出しも行ってお

りますので、興味がある方はお気軽にお問

い合わせください。 

※お問い合わせは、永井天神社神楽保存会：TEL055-265-2092 

 

 

笛吹市 市民活動・地域づくり支援サイト「よっちゃばるネット笛吹」のご案内 

市民活動・地域づくりを支援するポータルサイト「よっちゃばるネット笛吹」では、市内で活動

しているボランティア団体、NPO法人など市民活動団体の情報を掲載しています。 

このサイトでは、団体のほか行政区や自治会のホームページ（HP）を作成することもできます。

また、HPを立ち上げる際の指導も行っていますので、市民活動や地域づくりを活性化するためのツ

ールとして、ぜひご活用ください。 

次のアドレスから、サイト閲覧・ユーザ登録ができます。 

 https://opencity.jp/fuefuki/  （検索サイトから「よっちゃばる」でヒットします。） 

よっちゃばる通信・よっちゃばるネット笛吹についてのお問合せは、 

笛吹市 市民活動支援課 市民活動支援担当  ℡ 055-262-4138  Fax 055-262-4115 

e-mail：shiminkatsudoh@city.fuefuki.lg.jp 

五穀豊穣の舞（春季例大祭） 

舞の練習風景 

https://opencity.jp/fuefuki/
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