


豊田市では平成 17年度より､ まちづくりの新しい仕組み ｢わくわく事
業補助金｣ 制度がスタートしました｡ ｢わくわく事業｣ は､ 地域資源 (ひ
と､ 文化､ 自然など) を活用し､ 地域課題の解決や､ 地域活性化に取り組
む事業を支援する制度です｡
審査は地域住民の方々で構成された地域会議で行い､ 支所長が決定します｡
本書は､ 平成 19年度に ｢わくわく事業補助金｣ 助成を受けた事業につ
いて､ 各団体の申請をもとにまとめたものです｡

平成 19年度わくわく事業補助金件数一覧(H20.3.31現在) 1

旭地区 2

足助地区 7

稲武地区 11

小原地区 14

上郷地区 (上郷・末野原) 17

挙母地区 (逢妻・朝日丘・梅坪台・崇化館・豊南) 26

猿投地区 (井郷・石野・猿投・猿投台・保見) 42

下山地区 55

高岡地区 (前林・竜神・若園・若林) 59

高橋地区 (高橋・益富・美里) 72

藤岡地区 76

松平地区 81

あったかフェア 85

わくわく事業補助金・地域会議について 86

支所連絡先 90

目 次



―
1
―

平成 19年度わくわく事業実施件数一覧(平成 20年 3月1日現在)

地 域
自 治 区 名

地 域
自 治 区
合計件数

地域自治区合計
助 成 金 額

地 域
会 議 名 地域会議

合計件数
地域会議
合 計
助成金額

保健､
医療､
福祉の
推進

地域の伝
統､ 文化､
郷土芸能
又はスポー
ツの振興

安心・安
全な地域
づくり

地域の生
活環境改
善､ 景観
づくり
自然環境
保全

子どもの
健全育成

地域の特
性を生か
した産業
振興

地域づく
りに有効
な助言や
提案を受
けるため
の事業

その他個
性豊かな
住みよい
地域社会
を構築す
るための
事業

旭
足 助
稲 武
小 原
上 郷

挙 母

猿 投

下 山
高 岡

高 橋

藤 岡
松 平
合 計

14
12
9
8
26

47

38

12
39

10

13
12
240

4,980,000
4,266,000
4,780,000
4,571,000
9,592,000

19,212,000

23,338,000

4,970,000
13,625,000

4,569,000

4,914,000
3,945,000

102,762,000

旭
足 助
稲 武
小 原
上 郷
末野原
逢 妻
朝日丘
梅坪台
崇化館
豊 南
井 郷
石 野
猿 投
猿投台
保 見
下 山
前 林
竜 神
若 園
若 林
高 橋
益 富
美 里
藤 岡
松 平

14
12
9
8
16
10
13
9
5
9
11
10
8
10
3
7
12
12
13
7
7
7
3
0
13
12
240

4,980,000
4,266,000
4,780,000
4,571,000
5,000,000
4,592,000
4,262,000
4,896,000
1,486,000
4,001,000
4,567,000
4,390,000
5,000,000
4,720,000
4,483,000
4,745,000
4,970,000
3,573,000
4,482,000
1,328,000
4,241,000
3,003,000
1,566,000

0
4,914,000
3,945,000
102,762,000

0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
2
0
6

1
2
3
1
6
2
5
4
1
2
3
2
3
1
0
2
0
4
3
1
1
3
0
0
3
2
55

0
0
0
0
2
1
1
0
0
2
1
1
0
1
1
1
0
1
3
2
0
0
0
0
0
0
17

11
5
6
6
6
4
5
1
4
0
3
2
2
1
1
1
6
7
4
0
2
2
1
0
5
0
85

0
2
0
0
1
2
2
1
0
0
4
0
0
0
0
1
0
0
2
4
3
2
2
0
1
1
28

1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
11

0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2

1
0
0
1
1
0
0
3
0
5
0
5
3
6
1
2
5
0
1
0
0
0
0
0
2
0
36

(注) 当該データは平成 20年 3月 1日現在のものであり､ 実績報告等により金額､ 事業内容等の変更が生じる場合があります｡
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№1 里山再生事業
浅谷熟年会

旭地域会議 (旭支所)
●活動の目的
共同作業による桃李の里作り通して地域の連携を強く
する｡

●主な活動
源平しだれ桃､ 李､ しだれ桜の植栽､ 紫陽花の植栽

●補助金額 160,000円 ●会員数 18人

№2 伊熊の森活性事業
伊熊の森を活かす会

旭地域会議 (旭支所)
●活動の目的
伊熊町内の古木・巨樹や貴重な野草などの植物の保護
活動を通して住民の連帯意識の高揚を図る｡

●主な活動
植物学習会開催 (年 3 回) 植物保護活動､ 看板設置作
業､ 散策道路整備などを実施

●補助金額 460,000円 ●会員数 30人

№3 田津原町散策案内看板の設置及び環境整備事業
田津原の四季と水に親しむ会

旭地域会議 (旭支所)
●活動の目的
自然と親しみ､ 高齢化が進む中で､ 愛着のある町づく
りを図る｡

●主な活動
散策案内看板の設置及び環境整備

●補助金額 2,550,000円 ●会員数 25人

� � �
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№4 お須原山周辺里山づくり事業
お須原山愛好会

旭地域会議 (旭支所)
●活動の目的
里山を整備することにより､ 地域を自ら守り育てる機
運を醸成する｡

●主な活動
都市市民との共同作業を通じた交流､ 里山と空き家を
利用した定住促進､ 公衆トイレの擬山小屋化｡

●補助金額 390,000 円 ●会員数 130人

№5 敷島の里づくり事業
敷島自治区里づくり部

旭地域会議 (旭支所)
●活動の目的
都市市民との交流を通じて地域の活性化と
地域課題の解決を図る｡

●主な活動
空き家､ 空き農地情報の提供､ 定住意向の把握､
農地利用者への農業指導｡

●補助金額 350,000円 ●会員数 24人

№6 天然記念物の保全と観光整備事業
大いちょうを愛する会Ⅱ

旭地域会議 (旭支所)
●活動の目的
天然記念物の樹木とそれにまつわる伝統文化を利活用
し過疎化による対話・交流の希薄化と地域の低迷を解
決する｡

●主な活動
天然記念物 ｢大いちょう｣ の石碑建立と観光受け入れ
整備｡

●補助金額 248,000円 ●会員数 19人

� � �
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№7 つくばの里梅まつり事業
つくばの里梅まつり実行委員会

旭地域会議 (旭支所)
●活動の目的
里山の利活用､ 過疎化による交流の希薄化の解決｡

●主な活動
梅園､ 池､ 遊歩道・ベンチの整備､ 休憩所の建設及び
都市住民との交流を図る｡

●補助金額 690,000円 ●会員数 27人

№8 しだれ桃植栽事業
しだれ桃を楽しむ会

旭地域会議 (旭支所)
●活動の目的
しだれ桃を植栽し花の楽園を創設し､ 住民の憩いの場
を作るとともに､ 観光地として地域の活性化を図る｡

●主な活動
植栽地の伐採､ 整備を行い､ しだれ桃の植栽､ 下刈り等
を実施｡

●補助金額 373,000円 ●会員数 9人

№9 観光案内看板作成事業
���・ツクロー��クラブ

旭地域会議 (旭支所)
●活動の目的
旭地域を訪れる観光客に小渡町の観光案内と旭地区の
各観光地への案内をし､ 観光資源との連携を図る｡

●主な活動
｢ようこそ豊田市小渡町へ｣ ｢気をつけてお帰りくださ
さい｣ 等の看板を作成｡

●補助金額 281,000円 ●会員数 9人

� � �
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№10 旭地域バス活用促進事業
地域バスにのろまい会

旭地域会議 (旭支所)
●活動の目的
地域バスの運行に伴い､ バスを活用した地域づくりの
検討や利用者のために各種団体による生活利便性の
向上と旭地域の活性化を図る｡

●主な活動
住民と各種団体との協議・連携を図りながら､ 停留所
の設置､ ｢のろまい旗｣ の設置､ PR用チラシの作成､
出発式の実施
●補助金額 694,000円 ●会員数 8人

№11 運動施設整備事業
大坪老人クラブ

旭地域会議 (旭支所)
●活動の目的
ゲートボールによる､ クラブ員の健康保持と地域住民
との親睦を図り､ 地域の活性化を図る｡

●主な活動
ゲートボール場の整備と他地区の団体と交流する

●補助金額 142,000円 ●会員数 55人

№12 貞観杉の里づくり事業
杉本山野草愛好会

旭地域会議 (旭支所)
●活動の目的
貞観杉の見学､ エビネ草の花の観賞､ 遊歩道の散策､
森林浴など利用者のための休憩所を整備し来訪者の利
便を図る｡

●主な活動
貞観杉周辺において休憩所の補修､ ベンチの設置､ エ
ビネ苗の植栽､ 案内看板等の設置を行い､ 観光資源の
拡大を図る
●補助金額 325,000円 ●会員数 33人

� � �
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№13 温泉・渓流・山桜の里づくり事業
浅間の会

旭地域会議 (旭支所)
●活動の目的
等域の特性を生かした安らぎのある街づくり事業を通
し､地域住民の交流､連携､相互扶助の輪作りを図る｡

●主な活動
遊歩道､ 看板の整備､ ベンチ､ 能見城址沿革説明看板
設置などの事業を通して地域住民の交流､ 連携活動の
推進を図る｡

●補助金額 280,000円 ●会員数 60人

№14 フットサル普及事業
敷島フットサルクラブ

旭地域会議 (旭支所)
●活動の目的
世代を超えて楽しめるフットサルを伝え､ 地域スポーツ
としての定着化を図るとともに､ 将来､ 旭地区総合型ス
ポーツクラブ設立に必要な指導者育成を目的とする｡

●主な活動
名古屋グランパスエイトの選手による講演会・講習会を
実施する｡日本サッカー協会公認Ｃ級コーチの養成を行う｡

●補助金額 332,000円 ●会員数 26人

� � �
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№15 荒地でとうふを作ろまいか事業
和の里づくり委員会

足助地域会議 (足助支所)
●活動の目的
荒廃地(休耕田) の有効利用､ 作物を生産するだけでなく
子どもからお年寄りまで楽しめる物を作る｡
地区内の景観も良くし､ 住みよい地域を構築する｡

●主な活動
地区内の荒地を利用し､ 一連の大豆栽培作業を通じて
子どもたちに農業の楽しさを教え､ 収穫物を使ったとう
ふ作りを行い世代間交流を図る｡
●補助金額 210,000円 ●会員数 80人

№16 栃本体験村事業
栃本地域づくり推進委員会 ｢栃本体験村｣

足助地域会議 (足助支所)
●活動の目的
都市住民と栃本住民との交流､ 地域課題である遊休農地
の活用など各種山里体験を通しての共通理解を深め地域
の活性化を図る｡

●主な活動
四季を通じて栃本体験村を開催し､ 都市在住家族を対象
とした４つの体験コースを実施する｡

●補助金額 165,000円 ●会員数 13人

№17 原木マイタケ自力活動拠点施設整備事業
原木マイタケ研究グループ

足助地域会議 (足助支所)
●活動の目的
原木マイタケの栽培が消滅しようする中､ 栽培技術の習得､
自力による生産基盤を構築し､ 地域の特産品として普及､
産業振興を図る｡

●主な活動
原木マイタケの発生まで､ 県下で初めてその全工程を
民間グループで実施する｡

●補助金額 436,000円 ●会員数 10人

� � � �
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№18 高齢者の健康・生きがいづくり事業
中立地域づくり推進委員会

足助地域会議 (足助支所)
●活動の目的
高齢者が引きこもらず､ いつまでも元気に暮らししてい
くために､ グランドゴルフを取り入れた､ 健康づくり､
生きがいづくりに取り組む｡

●主な活動
適当な空き地がないため､ 集会所裏の遊休地を
借用してグランドゴルフ練習場として整備する｡

●補助金額 534,000円 ●会員数 14人

№19 森林ボランティア活動拠点施設整備事業
足助きこり塾

足助地域会議 (足助支所)
●活動の目的
5 年間の活動の中で雨天時や屋内学習時に対応できる多
目的スペースなどを足助の匠たちと､ 都市住民が交流・
学習できる場所を整備する｡

●主な活動
3年目の継続事業で､ 木造平屋建ての
山村活性化活動拠点施設を完成させる｡
他に山里文化受発信事業も行う｡

●補助金額 1,055,000円 ●会員数 20人

№20 てっぺんの里づくりチャレンジャー事業
椿立地域づくり推進委員会

足助地域会議 (足助支所)
●活動の目的
住民の連帯感と郷土愛をさらに促進するために､ 住民が
一体となって､ てっぺん祭りの充実と白鳥山の展望台を
完成させる｡
●主な活動
昔の子どもの遊びの復活､ 地区内バスツアー､ 鈴木正三
を知る活動､ 地元ソングの披露､ 白鳥山の展望台に東屋
を整備
●補助金額 425,000円 ●会員数 57人
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№21 設立１０周年記念事業
足助少年野球団

足助地域会議 (足助支所)
●活動の目的
青少年の健全育成を目的として､ 足助少年野球団
の世代間交流､ 地域間交流を図る｡

●主な活動
ストレッチ体操教室､ 審判講習会､ 親子練習会､
親子交流試合､ 10周年記念大会など｡

●補助金額 179,000円 ●会員数 53人

№22 四ツ松公園ＹＵＭＥひろば整備事業
四ツ松公園ＹＵＭＥひろば整備事業

足助地域会議 (足助支所)
●活動の目的
住民交流機会の少ない地域性を改善するために､ 皆で汗を
流し交流拠点を整備し､ 住民の協調性や一体感を醸成する｡

●主な活動
ＹＵＭＥ広場に手作りによる看板の設置､ 交流場の設置､
花木の追加植栽を実施する｡

●補助金額 279,000円 ●会員数 44人

№23 自然観察の森整備事業
御蔵地域づくり推進委員会

足助地域会議 (足助支所)
●活動の目的
過疎化が進み児童数が減少している中で､ 若者や子
どもたちが昔のように川や山の自然と一緒なって遊
び､ 再び人が戻ってくるような里作りが目標である｡
●主な活動
１､ 自然観察の森 (ほたる池) の整備
２､ やまぼうしパーク祭りの開催
３､ やまぼうしパークの整備
●補助金額 725,000円 ●会員数 400人

� � � �
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№24 み～んなおいで和 (輪) なろうかい (会) 事業
久木自治会 なかよし会

足助地域会議 (足助支所)
●活動の目的
子どもたちと交流を図りながら地域での子育て環境を整え地
域内の相互扶助､ 相互理解を推進し､ 住みよい地域づくりを
創る｡

●主な活動
四世代交流事業をすすめる｡ ①老人から子どもへの山里文化
伝承､ 体験学習 ②簡単なリズム体操により相互理解を深め
る｡

●補助金額 118,000円 ●会員数 20人

№25 裏山しい暮らしの会事業
新盛自治区

足助地域会議 (足助支所)
●活動の目的
先代から培われてきた裏山資源の発掘と再認識し､ 裏山資源
の再利用から経済効果を生み出し､ 地域の活力を高める｡

●主な活動
3ヵ年計画の 2年目として裏山を更に研究する｡
炭焼き技術の習得に努め販売まで試みる講習会
を開催する｡

●補助金額 250,000円 ●会員数 200人

№26 住みよい地域づくり事業
新盛ベルの会 すずらん

足助地域会議 (足助支所)
●活動の目的
音楽を通じ､ 親睦を図り､ 文化的な意識を向上させる｡
地域のイベント等に参加し､ 少子高齢化が進む地域の活性化
に寄与する｡

●主な活動
老人福祉施設への慰問､ 地域のイベントでの演奏､
小学校への出前指導､ 保育園､ 幼稚園での演奏など

●補助金額 104,000円 ●会員数 18人

� � � �



― 11―

№27 タカドヤ高原湿地景観整備
タカドヤ高原湿地を守る会

稲武地域会議 (稲武支所)
●活動の目的
タカドヤ高原の湿地に自生するカキツバタ等の植生保
護と周辺環境の整備

●主な活動
・カキツバタ等の保護｡
・遊歩道の造成及び湿地周辺の整備｡

●補助金額 886,000円 ●会員数 37人

丸太橋取り付け作業

№28 ほたるの里づくり
稲武ほたる保存会

稲武地域会議 (稲武支所)
●活動の目的
稲武地域におけるゲンジ蛍の復活とヘイケ蛍及び姫蛍
を育成し､ ｢ほたるの里｣ をつくる｡
蛍の生態研究を通した自然環境の保護

●主な活動
・１１箇所における試験水路の整備｡
・ゲンジ幼虫の人工飼育を通し､ 飼育技術の研究と生
態の調査研究｡

●補助金額 489,000円 ●会員数 47人 夏焼水路造成作業

№29 蕎麦によるまちおこし事業
中馬蕎麦倶楽部

稲武地域会議 (稲武支所)
●活動の目的
蕎麦を栽培し､ 遊休農地の解消と農村景観の保全及び
観光振興を図る｡

●主な活動
・蕎麦の栽培 (9,300㎡)｡
・イベントの開催｡
・広報 (看板の作成)｡

●補助金額 490,000円 ●会員数 20人 満開の赤そば畑
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№30 安全安心のまちづくり事業
魅力ある郷土作りを進める会

稲武地域会議 (稲武支所)
●活動の目的
稲武地域住民の積極的な参加により､ 魅力あるまちづ
くりを考え実践する｡

●主な活動
・防犯グッズ等の全戸配備｡

●補助金額 963,000円 ●会員数 6人

防災訓練の様子

№31 名倉川と歴史の遊歩道を創る事業
名倉川と歴史の遊歩道を創る会

稲武地域会議 (稲武支所)
●活動の目的
名倉川を囲む地域の活用と緑と水と歴史をテーマに
稲武地域の活性化を図る｡

●主な活動
・ハイキングコースの整備及び美化事業｡
・勝頼まつりの実施｡

●補助金額 205,000円 ●会員数 29人 看板設置予定地の確認

№32 稲武地域を蚕の里にする事業
まゆっこクラブ

稲武地域会議 (稲武支所)
●活動の目的
稲武地域における養蚕業の復興と豊田市の進める
｢ものづくりの心を伝える｣ 活動を ｢蚕｣ を通して推
進する｡

●主な活動
・技術の習得､ 練磨､ 普及｡
・地域の特産として､ まゆの手作り工芸品の作成､ 指
導｡
●補助金額 628,000円 ●会員数 10人 技術向上の練習
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№33 中当地区集落再生事業
わくわく中当がんばろまい会

稲武地域会議 (稲武支所)
●活動の目的
中当地区の農地､ 山林､ 自然環境等の資源を活用し､
集落存続の危機を打開する｡

●主な活動
・現状と課題の確認｡
・集落内における話し合いを行い､ 計画を策定｡

●補助金額 300,000円 ●会員数 11人

ワークショップの様子

№34 史跡説明板設置事業
史跡を守る会

稲武地域会議 (稲武支所)
●活動の目的
故郷の歴史を正しく理解し､ 未来の展望を拓く｡

●主な活動
・駒山参道の観音様等の説明看板の設置｡

●補助金額 375,000円 ●会員数 9人

賓頭盧尊者の庵と説明看板

№35 木製ランプシェードによる間伐材利用
木製ランプシェード ｢中馬のあかり｣ を灯す会

稲武地域会議 (稲武支所)
●活動の目的
間伐材の有効利用 (木製ランプシェード) のＰＲ及び
製作過程における都市住民との交流を図る｡

●主な活動
・木製ランプシェード作り｡
・展示会の開催｡

●補助金額 444,000円 ●会員数 25人

ランプシェード作製講習会
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№36 大平の自然を守る事業
大平の自然環境を守る会

小原地域会議 (小原支所)
●活動の目的
自然環境の保護｡
不法投棄の防止など｡

●主な活動
憩いの場の整備､ 不法投棄防止の植栽､ メダカの繁殖保護｡

●補助金額 709,000円 ●会員数 60人

№37 大洞町四季桜苗木作り勉強会事業
大洞町四季桜苗木作り勉強会

小原地域会議 (小原支所)
●活動の目的
小原の四季桜を倍増する｡

●主な活動
四季桜苗木作り｡

●補助金額 558,000円 ●会員数 33人

№38 川見四季の郷 散策遊歩道整備事業
川見四季桜公園を守る会

小原地域会議 (小原支所)
●活動の目的
地域の憩いの場､ また来訪者の交流の場づくり｡

●主な活動
遊歩道の整備｡

●補助金額 1,000,000円 ●会員数 50人
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№39 矢作区ワークショップ事業
矢作区ワークショップ実行委員会

小原地域会議 (小原支所)
●活動の目的
地域環境の改善を通し､ 住民相互の協力・扶助態勢の
強化を図る｡

●主な活動
四季桜などの植栽｡
史跡・仏閣の紹介､ マップ作成｡

●補助金額 631,000円 ●会員数 74人

№40 環境美化事業
仲よしクラブ

小原地域会議 (小原支所)
●活動の目的
花を慈しみ､ 地域住民の生きがいと親睦を深める｡

●主な活動
花壇に花を植える｡

●補助金額 90,000円 ●会員数 10人

№41 四季の花を育てる事業
四季の花育てる会

小原地域会議 (小原支所)
●活動の目的
花いっぱい活動により地域のコミュニケーションを図る｡

●主な活動
道路沿いに四季折々の花を飾る｡

●補助金額 395,000円 ●会員数 40人
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№42 小原デザインフォーラム事業
小原デザインフォーラム

小原地域会議 (小原支所)
●活動の目的
自然・文化芸術・交流ゾーンとして特性を生かす｡

●主な活動
和紙工芸の制作講習､ 美術工芸展覧会｡

●補助金額 980,000円 ●会員数 20人

№43 健康づくりに関する事業
健康づくりの会

小原地域会議 (小原支所)
●活動の目的
互いに支えあい､ 元気で過ごせるよう交流を促す｡

●主な活動
小原探訪の実施｡
健康村の開催｡

●補助金額 208,000円 ●会員数 20人
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№44 上郷コミュニティセンター花壇整備事業
ガーデニング花くらぶ

上郷地域会議 (上郷支所)
●活動の目的
上郷コミュニティセンターの花壇を整備管理し､ 地域の
人々の憩いの場となるようにする｡

●主な活動
上郷コミュニティセンター花壇の整備｡

●補助金額 285,000円 ●会員数 17人

№45 国江の ｢昔の自然を作る｣
国江 自然を愛する会

上郷地域会議 (上郷支所)
●活動の目的
ほ場整備や近代化により失われた昔の自然環境を取り戻す｡

●主な活動
新しい有機肥料を使った花壇の維持管理｡ 排水路の水質
浄化による生き物保護｡ 古代米の昔ながらの農法での栽培｡

●補助金額 155,000円 ●会員数 10人

№46 三河上郷駅前広場美化事業及びうねべ里山事業
緑野の会

上郷地域会議 (上郷支所)
●活動の目的
美化意識と花のあるまちづくりの意識向上に努める｡
雑木林を保存・再整備し､ 自然環境の大切さを子ども
たちに伝える｡

●主な活動
三河上郷駅前広場花壇の管理､ 冬期のシンボルツリー
電飾､ 雑木林の保存・再整備｡

●補助金額 873,000円 ●会員数 22人
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№47 畝部中切祭囃子伝承事業
畝部中切祭囃子保存会

上郷地域会議 (上郷支所)
●活動の目的
地域の伝統・文化・郷土芸能の振興を図る｡

●主な活動
祭囃子 (笛､ チャラボコ) を小学生に伝承｡

●補助金額 79,000円 ●会員数 40人

№48 うねべまちづくりの事業
うねべまちづくりの会

上郷地域会議 (上郷支所)
●活動の目的
畝部地域の課題を調査・研究・意見集約し､ 提言
及び実践を行う｡

●主な活動
４つの委員会による活動､ 歴史文化の掘り起こし､
地域づくりの研究､ 中・長期まちづくり計画の作成｡

●補助金額 562,000円 ●会員数 48人

№49 環境美化､ 河川景観の維持管理と福祉活動事業
桝塚東町福寿会

上郷地域会議 (上郷支所)
●活動の目的
地域の環境美化及び河川景観の充実と維持管理並びに
福祉事業に対する奉仕活動｡

●主な活動
自治区内花壇の維持管理､ 家下川堤防植栽等の管理､
ふれあいサロンへの食事提供など｡

●補助金額 257,000円 ●会員数 22人
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№50 家下川の美化・浄化と子ども達への水辺空間づくり
上郷地区 ｢家下川を美しくする会｣

上郷地域会議 (上郷支所)
●活動の目的
遊歩道の整備・維持管理､ 家下川の水質浄化活動を通
して､ 家下川をふれあいの場とする｡

●主な活動
家下川を憩える河川空間にするため､ 草刈りや不法投
棄物の撤去､ 一部堤防の花壇化､ 土壌水質の浄化等を
行う｡

●補助金額 371,000円 ●会員数 40人

№51 阿弥陀堂祭囃子伝承事業
阿弥陀堂祭囃子保存会

上郷地域会議 (上郷支所)
●活動の目的
地域の伝統・文化・郷土芸能の振興を図る｡

●主な活動
祭囃子を､ 小学生と区民で協力し､ 伝承する｡

●補助金額 411,000円 ●会員数 25人

№52 柳川瀬緑道美化事業
川田まちづくり

上郷地域会議 (上郷支所)
●活動の目的
ウオーキングコースの景観を維持向上させる｡ せせら
ぎ沿いでホタルが観賞できる環境整備｡

●主な活動
緑道周辺花壇の整備・管理作業､ ｢ホタル｣ が観賞でき
るせせらぎの環境整備｡

●補助金額 568,000円 ●会員数 50人
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№53 みんなであそぼう！たのしもう！
キッズプランナー

上郷地域会議 (上郷支所)
●活動の目的
子どもの健全育成を図る｡

●主な活動
おはなし会・親子ふれあいあそび会の開催､ 人形劇の
会・音楽コンサートの企画､ 川あそび・生き物探検の
開催など｡

●補助金額 298,000円 ●会員数 13人

№54 畝部の歴史を語る会
畝部の歴史を語る会

上郷地域会議 (上郷支所)
●活動の目的
郷土の歴史についての知識を深めてもらうことで､ 郷
土を愛する心を育て､ 新しいまちづくりに貢献する｡

●主な活動
畝部地区の歴史についての学習と､ 各自治区・小中学
校での報告会の実施｡

●補助金額 75,000円 ●会員数 18人

№55 安心・安全な地域づくりを推進するための事業
高嶺っ子を守る会

上郷地域会議 (上郷支所)
●活動の目的
高嶺小児童の登下校時の引率・防犯活動を通した安全
な地域づくりの推進｡

●主な活動
児童の登下校時間に合わせた通学路上での見守り､ Ｐ
ＴＡによる引率下校への協力と参加､ 車両ステッカー・
横断幕による啓発｡

●補助金額 152,000円 ●会員数 600人
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№56 高嶺 七ツ輪ふるさとまつり
高嶺 七ツ輪

上郷地域会議 (上郷支所)
●活動の目的
もちつきをとおして､ 三世代のふれあいと､ のどかな､
ぬくもりのある安心・安全なまちづくりを目指す｡

●主な活動
高嶺小学校でふるさとまつりを開催し､ 三世代がふれ
あえるもちつきや､ 地域についての学習発表､ ソーラ
ン踊りの発表などを行う｡

●補助金額 290,000円 ●会員数 15人

№57 和太鼓を通した交流事業
和太鼓チーム 楽鼓

上郷地域会議 (上郷支所)
●活動の目的
日本古来の楽器の伝承､ 地域の人たちとの交流｡

●主な活動
地域のイベントや施設等での演奏活動とふれあいを目
的とした太鼓教室の開催｡

●補助金額 289,000円 ●会員数 23人

№58 上郷囃子伝承事業
上郷囃子保存会

上郷地域会議 (上郷支所)
●活動の目的
地域の伝統文化を継承し､ 郷土芸能の振興を図る｡

●主な活動
上郷大成自治区に伝わる囃子 (チャラボコ太鼓) を
小学生に伝承する｡

●補助金額 180,000円 ●会員数 50人
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№59 太鼓演奏技術の伝承事業
桝塚西町ふれあい太鼓保存会

上郷地域会議 (上郷支所)
●活動の目的
小学生が､ 太鼓演奏を通して自治区行事に参加し､ 伝
統や文化を重んじ､ 地域の一員であることを自覚する｡

●主な活動
自治区行事等での太鼓の演奏及び演奏技術の伝承｡

●補助金額 155,000円 ●会員数 30人

№60 安心安全な地域づくり
高根ピーターパンズ

末野原地域会議 (上郷支所)
●活動の目的
地域全員参加で防犯体制をつくり､ 意識高揚と外部へ
のアピールを行う｡

●主な活動
防犯啓発のプレート (600枚) を作成し､ ２軒に１枚配
布して交互に目立つ場所に掲出してもらう｡

●補助金額 456,000円 ●会員数 10人

№61 すえのまちづくりの会
すえのまちづくりの会

末野原地域会議 (上郷支所)
●活動の目的
愛知環状鉄道永覚駅前・鴛鴨城址・神明遺跡・家下川
周辺の環境整備｡

●主な活動
愛知環状鉄道永覚駅前・鴛鴨城址・神明遺跡・家下川
周辺の環境整備に向けた勉強会・図面化・美化活動の
実施｡

●補助金額 265,000円 ●会員数 12人
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№62 竹林保全
大林町竹林を守る会

末野原地域会議 (上郷支所)
●活動の目的
大林町の竹林を守り､ 竹林公園にすることで地域住民
の憩いの場を提供する｡

●主な活動
大林町内の竹林を､ 伐採や清掃などの管理をし､ 地域
住民の憩いの場として整備する｡

●補助金額 522,000円 ●会員数 20人

№63 マッスル・ハッスルみんなでわいわい
ハッピィー フェイス＆マザーリング

末野原地域会議 (上郷支所)
●活動の目的
子育て中の親子､ 中学生､ 高齢者が一同に楽しみなが
ら､ お互いを理解する機会を提供する｡

●主な活動
０～４歳児親子と中学生､ 高齢者が一緒に､ 川あそび
や運動遊びを行い､ 交流を深める｡

●補助金額 390,000円 ●会員数 15人

№64 渡刈ふれあい散策道づくり
渡刈町町づくり委員会

末野原地域会議 (上郷支所)
●活動の目的
散策路の整備及び普及ＰＲのための町内イベントの実施｡

●主な活動
史跡説明板・コース案内板の設置､ 鳥狩塚雑木林の竹伐
採整備､ eco-Tグリーンマップづくりへの参画など｡

●補助金額 235,000円 ●会員数 30人
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№65 渡刈町チャラボコ保存会
渡刈町チャラボコ保存会

末野原地域会議 (上郷支所)
●活動の目的
小・中学生にチャラボコを伝承し保存活動を進める｡

●主な活動
小学生・中学生にチャラボコを伝承し､ 保存する｡

●補助金額 300,000円 ●会員数 10人

№66 子どもの健全育成を図る事業
おはなしランド

末野原地域会議 (上郷支所)
●活動の目的
読み聞かせを通して､ 読み手と聞き手の交流を図ると
共に､ 良い本との出会いや夢を描くことの大切さを伝
える｡

●主な活動
大林小学校での定期的な読み聞かせの実施､ 読み聞か
せ講演会の開催､ 読み聞かせ学習会の実施｡

●補助金額 385,000円 ●会員数 30人

№67 桜並木の保全
桜並木を守る会

末野原地域会議 (上郷支所)
●活動の目的
家下川側道の桜を末永く保護し､ 区民のいこいの場を
つくる｡

●主な活動
家下川沿い桜並木の､ 草刈､ 施肥､ 消毒などの管理作
業､ 柵の設置｡

●補助金額 462,000円 ●会員数 55人
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№68 みゆきシニア体操クラブ
みゆきシニア体操クラブ

末野原地域会議 (上郷支所)
●活動の目的
高齢者が自立して健康で､ 日々の生活をエンジョイで
きること｡

●主な活動
高齢者を対象とした､ 週１回の健康教室の開催｡

●補助金額 320,000円 ●会員数 25人

№69 みゆき太鼓クラブ活動再開
みゆき太鼓クラブ

末野原地域会議 (上郷支所)
●活動の目的
練習会場の防音化による､ 太鼓クラブ活動の再開と練
習の継続｡

●主な活動
練習場の防音対策実施による､ 太鼓クラブの活動再開｡

●補助金額 1,257,000円 ●会員数 27人
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№70 宮口新田太鼓クラブ事業
宮新太鼓クラブ

逢妻地域会議 (挙母事務所)
●活動の目的
年一度の盆踊りだけにとどめず､ 年間を通して組太鼓
を練習し､ 他行事への参加､ 交流を持つ｡

●主な活動
今まで地区に､ 伝統のチャラボコのようなグループが
なかったため､ 基礎打ちと組太鼓の曲の練習を中心に､
地域行事への参加｡

●補助金額 373,000円 ●会員数 7人

№71 本地新池水辺公園世話人会
本地新池水辺公園世話人会

逢妻地域会議 (挙母事務所)
●活動の目的
子供達や散歩の人々の安全と美化維持を目的として公
園周辺の状況を維持管理する｡

●主な活動
花壇の花植付､ 肥料除草､ 禁止行為の指導､ 堤防道路
の清掃､ 公園周辺の除草｡

●補助金額 100,000円 ●会員数 15人

№72 小清水小学校読み語りグループ ｢ダンボの会｣
小清水小学校読み語りグループ ｢ダンボの会｣

逢妻地域会議 (挙母事務所)
●活動の目的｡
家庭・地域において子供達と絵本を通じてふれあう｡
絵本作家の話を身近で聞き､ 絵本により親しみをもっ
てもらう｡

●主な活動
小清水小学校全学年に朝の読み語り､ 技術向上のため
の勉強会､ 絵本作家の講演会の開催｡

●補助金額 260,000円 ●会員数 10人
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№73 子供とのふれあいゲートボール事業
宮新白寿会

逢妻地域会議 (挙母事務所)
●活動の目的
ふれあいゲートボールで子供たちにスポーツ振興を行
う｡

●主な活動
子供達と年寄りとのふれあい､ 健康づくりと生きがい
づくり､ 若い人たちにゲートボールの良さを普及｡

●補助金額 51,000円 ●会員数 12人

№74 逢妻女川彼岸花育成会
逢妻女川彼岸花育成会

逢妻地域会議 (挙母事務所)
●活動の目的
逢妻女川をきれいにし区民の憩いの場とする｡

●主な活動
彼岸花球根の株分け､ 植付､ 草刈｡

●補助金額 700,000円 ●会員数 10人

№75 和道山囃子復興伝承事業
広久手町和道山囃子保存会

逢妻地域会議 (挙母事務所)
●活動の目的
広久手町の歴史を伝える貴重な文化である和道山囃子を
復興し､ 地域の財産として後世に伝承する｡ 活動を通じ
て子供達の情操教育及び健全育成､ 心に残るふるさとの
思い出作りに資する｡
●主な活動
１ 練習 指導 早川流やぐら太鼓
２ 主な内容 チャラボコ､ 神楽
３ 地域の諸行事に参加し､ 郷土芸能を披露､ 周知する｡
●補助金額 100,000円 ●会員数 10人
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№76 逢妻史跡研究会
逢妻史跡研究会

逢妻地域会議 (挙母事務所)
●活動の目的
逢妻地域に設置されている老朽化した史跡案内板を更
新､ 新設して地域住民のふるさとへの愛着を高める｡

●主な活動
逢妻地域内に史跡案内板を作成・設置する｡

●補助金額 680,000円 ●会員数 10人

№77 逢妻地区マレットゴルフ場運営委員会
逢妻地区マレットゴルフ場運営委員会

逢妻地域会議 (挙母事務所)
●活動の目的
宮上公園マレットゴルフ場を､ 市民のコミュニティ・
健康・生きがいの場として活用できるよう､ またスポー
ツ振興が図れるよう活動していく｡

●主な活動
多くの人に親しまれているマレットゴルフの支援のた
め､ 落ち葉収集をし､ 環境の美化に努める｡

●補助金額 105,000円 ●会員数 10人

№78 コスモスクラブ千足
コスモスクラブ千足

逢妻地域会議 (挙母事務所)
●活動の目的
休耕田を利用して､ 大規模なコスモス空間をつくり､
人の出会いと世代交流を図る｡

●主な活動
千足町 7 丁目地内約 2.3haにコスモスの種子を蒔いて
育成､ 外からみて楽しみ､ 中に入って遊び､ 人がであっ
てふれあう機会と場所を提供する｡

●補助金額 290,000円 ●会員数 10人
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№79 西部まちづくり協議会わくわく事業実行委員会
西部まちづくり協議会わくわく事業実行委員会

逢妻地域会議 (挙母事務所)
●活動の目的
逢妻女川周辺､ 地域のため池等の自然を活かした世代
間の交流を図る｡ 西部地域の未来計画を作成し､ 課題
を整理し､ 関係機関に働きかけを行う｡ 西部地域の望
ましい姿について協議する｡

●主な活動
逢妻女川､ ため池に看板を設置する｡

●補助金額 742,000円 ●会員数 10人

№80 宮口村挙母町の歴史を考える会
宮口村挙母町の歴史を考える会

逢妻地域会議 (挙母事務所)
●活動の目的
旧宮口村は､ 自然に恵まれ､ 歴史豊かな地域であった
が､ 近年の開発等でそうしたことが忘れられつつある｡
百年の節目の時に､ 歴史資料を後世に伝え､ 地域の人々
の共有財産として残していくことで新しい地域づくり
に貢献していこうとするものである｡
●主な活動
歴史資料の発行､ 昔を語る会の開催

●補助金額 586,000円 ●会員数 13人

№81 地域環境の快適化事業
本地プラネット

逢妻地域会議 (挙母事務所)
●活動の目的
ため池､ 河川､ 動物・植物の生息地など自然環境自然
を保全するとともに､ 住民が自然環境と共存できる快
適な地域環境を創造する事業を行うことによって明る
く住みよい街づくりに資する｡

●主な活動
植樹事業 (四季桜など)

●補助金額 115,000円 ●会員数 36人
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№82 西部まちづくり協議会わくわく事業実行委員会
西部まちづくり協議会わくわく事業実行委員会

逢妻地域会議 (挙母事務所)
●活動の目的
逢妻女川周辺､ 地域のため池等の自然を活かした世代
間の交流を図り､ 西部地域の望ましい姿について啓発
活動を実施する｡

●主な活動
西部地域の望ましい姿を､ 逢妻地域の小中学生に標語
を募集し､ それを横断幕にすることによって､ 逢妻地
域の特色の啓発をする｡
●補助金額 160,000円 ●会員数 10人

№83 子どもの健全育成を図る事業
朝日丘読み聞かせの会

朝日丘地域会議 (挙母事務所)
●活動の目的
読み聞かせを通して地域の人との関わり大切にしてい
く｡ 絵本を通して心を豊かに育み､ 夢を育てていく｡
子どもたちに読書の習慣をつける｡
●主な活動
童子山小学校と協力して､ 子育て支援､ 読み聞かせを
行う｡ 児童にクラス単位で絵本の読み聞かせを行う｡
子育てのアドバイスや遊びの支援をしていく｡ お父さ
んのために読み聞かせのアドバイス勉強会を開催する｡
●補助金額 650,000円 ●会員数 55人

№84 子供歌舞伎舞育成事業
旧本町子供歌舞伎舞保存会

朝日丘地域会議 (挙母事務所)
●活動の目的
歌舞伎を子供達に教えることで郷土の文化を伝承継続
する｡
地域の活性化と子どもの情操教育を図る｡

●主な活動
事業目的を達成するため着物､ かつら､ 小物を新調す
る｡

●補助金額 550,000円 ●会員数 50人
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№85 長興寺やぐら太鼓保存会
長興寺やぐら太鼓保存会

朝日丘地域会議 (挙母事務所)
●活動の目的
子どもの太鼓であるやぐら太鼓の伝統を守るため､ 太
鼓の練習を行い子どもたちに伝えていく｡

●主な活動
地域のまつり､ 行事等での披露｡ 地域ぐるみでの交流
を行う｡

●補助金額 450,000円 ●会員数 10人

№86 朝日丘ＳＯ (総) おどり
朝日丘ＳＯ (総) おどり準備委員会

朝日丘地域会議 (挙母事務所)
●活動の目的
朝日丘地区の連帯感と活性化を目指し文化意識の向上
とふれあいの和を図る｡ 世代を超えた交流を深める｡

●主な活動
朝日丘の音頭と踊りを制作し､ 各自治区の盆踊り等の
イベントで普及する｡

●補助金額 1,000,000円 ●会員数 20人

№87 小坂郷づくり事業
小坂郷づくりの会

朝日丘地域会議 (挙母事務所)
●活動の目的
ものづくりを通して世代間の交流を図るとともに､ 失
われつつある自然環境を保全､ 創造して次世代に継承
する｡

●主な活動
昆森公園内の遊休地のビオトープ整備｡
マレットゴルフ場維持管理｡

●補助金額 750,000円 ●会員数 117人
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№88 歴史ある町並みの現存活動と活き生きまちづくり
七州城城下町まちづくり協議会

朝日丘地域会議 (挙母事務所)
●活動の目的
住民の暮らしやすい環境整備をする中での歴史と由緒
ある建造物､ 文化遺産の保存活動を進める｡

●主な活動
住民への安らぎの場と憩いの場の整備｡
歴史的建造物､ 文化遺産の紹介活動｡

●補助金額 750,000円 ●会員数 1,300人

№89 豊田市女性会のあゆみ事業
樹木女性会記念誌準備委員会

朝日丘地域会議 (挙母事務所)
●活動の目的
女性会の歩み後世に伝え､ 地域に貢献する｡

●主な活動
記念誌の編集､ 発刊｡

●補助金額 450,000円 ●会員数 12人

№90 竹を使って異世代交流
朝日丘竹取り物語

朝日丘地域会議 (挙母事務所)
●活動の目的
地域の竹やぶを整備し, 切り出した竹を素材とした物
づくりや手作りのイベントを通して､ 地域の大人と子
どもが一緒になって活動する楽しさを知り､ 異世代間
の交流を図ることで心豊かな地域づくりにつなげる｡
●主な活動
世代交流事業､ ものづくり事業
竹を利用したイベント ｢おばけ屋敷｣ や ｢そうめん流
し｣ 等を開催｡ 竹を素材とした工作 (竹とんぼ､ 門松
など) を子どもたちに指導し､ 昔ながらの素朴なもの
づくりの楽しさを伝える｡
●補助金額 250,000円 ●会員数 24人
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№91 ｢特別警戒中｣ 看板設置
小坂自治区

朝日丘地域会議 (挙母事務所)
●活動の目的
地区内の犯罪の未然防止｡

●主な活動
道路に面した各戸への掲出｡

●補助金額 100,000円 ●会員数 8,000人

№92 マレットゴルフ場づくり
和合公園マレットゴルフの会

梅坪台地域会議 (挙母事務所)
●活動の目的
子どもから高齢者まで､ ふれあいや健康づくりを推
進するためのマレットゴルフ場をつくること｡

●主な活動
和合公園内のマレットゴルフコースの維持管理
誰もが気軽にマレットゴルフが出来るような環境づ
くり｡

●補助金額 479,000円 ●会員数 187人

№93 1年中花のある交流広場づくり事業
伊保原自治区�ブロック

梅坪台地域会議 (挙母事務所)
●活動の目的
花づくりを生かした住みよい地域住民の交流づくり｡

●主な活動
地域内の花壇の整備｡

●補助金額 136,000円 ●会員数 10人
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№94 浄水まちづくり事業
浄水まちづくり協議会

梅坪台地域会議 (挙母事務所)
●活動の目的
地域内の緑地整備を通して､ 新旧住民が知り合うこと
ができる交流を行うこと｡

●主な活動
名鉄豊田線沿線の緑地に花を植える｡
国道 155号線沿いの緑地の花壇整備｡
7号緑地内に遊歩道の設置と､ 湿地帯の整備｡

●補助金額 450,000円 ●会員数 150人

№95 遊歩道とマレットゴルフ場整備
伊保原自治区

梅坪台地域会議 (挙母事務所)
●活動の目的
自然環境を生かし､ 世代を超えた交流の場で地域の活
性化がさらに進歩することを目的とする｡

●主な活動
遊歩道の整備､ 景観の維持｡
マレットゴルフコースの増設・維持管理｡

●補助金額 381,000円 ●会員数 755人

№96 梅坪町内に桜を植樹
二区有志会

梅坪台地域会議 (挙母事務所)
●活動の目的
天災により地域内から無くなってしまった桜を再び植
樹して､ 地域住人が集える場所をつくること｡

●主な活動
桜の植樹｡

●補助金額 40,000円 ●会員数 15人
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№97 ＫＢＢミニバスケットボール教室
ＫＢＢクラブ

崇化館地域会議 (挙母事務所)
●活動の目的
ミニバスケット競技を通じ､ 異なる学年と楽しく関わり
あいながら､ バスケットボールの技術向上と親子が一緒
に体を動かす場を提供する｡

●主な活動
ミニバスケットボール教室 (週２回)｡
親子バスケゲーム (春・夏・冬休み)｡
大会への参加

●補助金額 377,000円 ●会員数 86人

№98 ふれあいひろば ３世代交流事業
西町ふれあいひろば �世代交流会

崇化館地域会議 (挙母事務所)
●活動の目的
３世代交流を推進するにあたり､ １つの事に全員で知
恵を出して取り組み､ 運営をし､ 仲間意識の基､ 地域
貢献と安心・安全を作り出す｡

●主な活動
花車の製作｡

●補助金額 1,314,000円 ●会員数 50人

№99 蘇ったわが町の井戸を生かして
二区東部自治区

崇化館地域会議 (挙母事務所)
●活動の目的
１８年度にわくわく事業で再生した井戸を生かし､ 花
いっぱい運動､ 夏の打ち水など井戸との関わりを通し､
町民の絆を高める｡

●主な活動
花の栽培｡
世代交流会｡
井戸の水質調査｡

●補助金額 171,000円 ●会員数 850人
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№100 多世代の交流と居場所作り
フリースペースＫ

崇化館地域会議 (挙母事務所)
●活動の目的
子育て支援及び多世代との交流のための居場所作りを
する｡

●主な活動
読み聞かせ｡
講座の開催｡
ミニ劇場の上演｡

●補助金額 286,000円 ●会員数 20人 歩道の整地作業

№101 地域防犯活動事業
一区自治区

崇化館地域会議 (挙母事務所)
●活動の目的
防犯活動により､ 地域住民の防犯意識を高め､ 犯罪を
未然に防ぐ｡

●主な活動
防犯パトロール｡
門灯の夜間点灯の啓蒙活動｡

●補助金額 109,000円 ●会員数 3,000人

№102 三世代交流事業
一区自治区

崇化館地域会議 (挙母事務所)
●活動の目的
世代を超えて交流をするために､ ふれあい事業を協同
で行い､ 近所付合いを復元し､ 親睦を深める機会を提
供する｡

●主な活動
稲武地域での山里体験と史跡めぐり｡
子供たちへの太鼓の指導｡

●補助金額 122,000円 ●会員数 3,000人
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№103 地域防犯活動
西区自主防犯パトロール隊

崇化館地域会議 (挙母事務所)
●活動の目的
自主的に区内全域をパトロールすることにより犯罪の
少ない町づくりを目指す｡

●主な活動
夜間の防犯パトロール｡
児童の登下校時の安全を守る活動｡

●補助金額 81,000円 ●会員数 60人

№104 第 5回とよたよさこいやんちゃまつり
とよたよさこい やんちゃまつり実行委員会

崇化館地域会議 (挙母事務所)
●活動の目的
親と子のふれあいのみならず､ 全ての人が踊りを通し
て交流する｡ 踊りに地域の文化を取り入れ､ 文化の普
及も行う｡

●主な活動
第５回とよたよさこいやんちゃまつり開催｡

●補助金額 300,000円 ●会員数 30人

№105 元城子供囃子活動及び交流事業
元城子供囃子の会

崇化館地域会議 (挙母事務所)
●活動の目的
地域の子供たちにお囃子を介して地域の伝統文化の継
承を図り､ 発表の場を設けることで地域との交流を深
める｡

●主な活動
お囃子の練習及び地域のイベントへの参加｡

●補助金額 1,176,000円 ●会員数 50人
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№106 下野見自治区のまちづくり事業
山室を愛する会

豊南地域会議 (挙母事務所)
●活動の目的
下野見自治区の自然・生活環境の整備を行なうと共に
活動を通じ交流の輪を広げ､ 活力ある町づくりを図る｡
●主な活動
・市有林を整備し､ 公園の再生を図る｡
・町有林の保全を図る｡
・旧岡崎街道の保全を図り､ ハイカーの利用に供する｡
・外環状線沿いの雑草刈り､ 山室桜の保護育成を図る｡
・行事を企画し､ 町民の交流と親睦を図る｡
●補助金額 147,000円 ●会員数 50人

№ 107 多目的広場に休憩所設置事業
河合池運動広場管理委員会

豊南地域会議 (挙母事務所)
●活動の目的
多目的広場は多くの団体が利用しているが､ 使用中急
な雨等の時に避難する場所がなく使用上まことに不都
合なので､ 避難及び休憩用に屋根を設置する｡

●主な活動
休憩所の設置｡

●補助金額 840,000円 ●会員数 100人

№108 平山公園にコダチダリア 100本を植え込む事業と手づくりベンチを置く事業
平山花クラブ

豊南地域会議 (挙母事務所)
●活動の目的
会員と区民が協力し､ 平山公園内を花の名所 (コダチ
ダリアの花咲く公園) として､ うるおいのある公園と
する｡ 特に､ 花苗を植え込んだ人 (子ども中心) の名
札を掲示し､ 子どもたちが､ 年間花の成長を見守れる
ようにする｡ 公園内に手作りのベンチを置き､ 憩える
場づくりをする｡
●主な活動
・花苗の植え込み ・親子で木製ベンチの組立て｡
・花株の支柱立て ・花枝の剪定等｡
●補助金額 111,000円 ●会員数 80人
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№ 109 子ども・本・子育て講座
豊南ブロック読み聞かせボランティアの会

豊南地域会議 (挙母事務所)
●活動の目的
絵本や本を入り口にして ｢子育て｣ を見直し､ 『こども
のために大人に何ができるか』 を考える｡

●主な活動
・講演会｡

●補助金額 240,000円 ●会員数 108人

№110 今自治区ふるさとづくり事業
今自治区 ｢わくわく事業推進委員会｣

豊南地域会議 (挙母事務所)
●活動の目的
｢ふるさと｣ の名所旧跡や現在の新構造物 (アローブ
リッジ) を語り合い､ ふれあいを深め､ 郷土の自然､
文化､ 歴史を継承すると共に､ 郷土愛を育み､ 自然環
境の保全・景観づくりに役立てる｡
●主な活動
・昔の話・ふるさとの史跡・昔の写真｢資料収集と製本｣
・子どもたちの思い出づくり郷土を描く ｢写生大会｣｡

●補助金額 299,000円 ●会員数 30人

№111 ふれあい､ 語り合いの場 ｢ちびっ子広場をつくる｣
今自治区 ｢わくわく事業推進委員会｣

豊南地域会議 (挙母事務所)
●活動の目的
・当該地域は近年アパートや住宅増により､ 子どもが
増えており､ 今後も増加傾向にある｡
・広場が近隣になく駐車場や道路利用で､ 交通事故を
危惧している｡
・子育て中の親子の交流の場や子どもたちがのびのび
遊べる場所を確保し､ 地域への愛着を高め､ 地域の活
性化を図る｡
●主な活動
・広場周辺をフェンス新設｡
・雑草の刈り込み､ 地ならし､ 維持管理｡
●補助金額 860,000円 ●会員数 30人
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№112 安心安全な地域づくりを推進する事業
前山自治区防犯パトロール隊

豊南地域会議 (挙母事務所)
●活動の目的
自治区の拠点となる区民会館広場に､ 赤色回転灯付き
の防犯啓発塔設け､ 区民の防犯意識の向上を図ると共
に環境整備を行ない犯罪の未然防止を図る｡
●主な活動
・赤色回転灯を上部に取り付けた､ 啓発塔を前山区民
会館広場に設置する｡
・パトロール時､ 隊員に呼子笛を携行させ非常時に備
える｡

●補助金額 445,000円 ●会員数 68人

№113 地域みんなでわかちあおう会
トヨタ幼稚園 愛育会

豊南地域会議 (挙母事務所)
●活動の目的
子どもの健全育成を図る事業
在園児とその親だけでなく､ 広く地域の親子がふれあ
える場を提供し､ 地域ぐるみでの育児を進めていく｡

●主な活動
・豊南交流館などの会場で､ 人形劇団を招いて観劇会
を催す｡

●補助金額 104,000円 ●会員数 99人

№114 音楽で地域を活性化させる事業
����� ����

豊南地域会議 (挙母事務所)
●活動の目的
子どもの健全育成と地域交流の向上｡

●主な活動
・地域や市内での演奏活動｡
・土日の練習｡
・講師を招いての練習｡

●補助金額 806,000円 ●会員数 71人
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№ 115 親と子が共に育ち合う居場所
ガールスカウト愛知県��団

豊南地域会議 (挙母事務所)
●活動の目的
親と子が様々な体験をとおして､ 互いの思いを共有・
共感し合える育ち合いの場を提供する｡
●主な活動
・子どもだけでなく親も共に体験をし､ 何故必要かと
いった親へのプログラムも同時に開催する｡
・子どもと親が体験を通してふれあいができる事業ほ
か｡

●補助金額 190,000円 ●会員数 47人

№116 丸山グランド・公園花壇
丸山花壇グループ

豊南地域会議 (挙母事務所)
●活動の目的
・丸山グランド・公園周辺に来場する地域の人々に花
を楽しんでいただくように花壇を設置・保守する｡
・グランドに来場する人々にベンチに腰掛けて談話､
休憩していただく｡
●主な活動
・丸山グランド北花壇｡
・丸山７丁目交差点南東空地｡ ・丸山公園花壇｡
・丸山グランド周辺｡
●補助金額 525,000円 ●会員数 18人
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№117 稀少植物 ｢しでこぶし｣ の保護活動
御船町自治区

井郷地域会議 (猿投支所)
●活動の目的
①絶滅危惧の稀少植物"しでこぶし"を保護し､ 御船の
財産として､ 後世に伝える｡
②白ひげ草自生地及び史跡御舟石の隣接地に群生して
おり､ 御船川にも近く､ この一帯を自然保護ゾーンと
して御船区民の憩いの場とする｡
●主な活動
①しでこぶし群落の雑木を伐採処理して日照を確保し､
しでこぶしの樹勢､ 生育を助ける｡
②しでこぶし自生地一帯の植生環境の保護｡
●補助金額 338,000円 ●会員数 25人

№118 山田川～御船川の清流回復事業
御船町自治区

井郷地域会議 (猿投支所)
●活動の目的
①子供達が安心して水遊びの出来る川に復元する｡
②稀少魚種の絶滅を防ぎ､ 増殖環境を回復する｡
③活動を通じ､ 区民の環境意識を向上させる｡
●主な活動
ＥＭ液を放流し､ 水質浄化｡
区民にＥＭ液の配布､ 家庭排水改善｡
下水道未整備地区の排水路へのＥＭ放流により､ 悪臭・
ヘドロなどの発生を抑える｡
●補助金額 201,000円 ●会員数 42人

№119 御船駅跡地の有効活用事業
御船町自治区

井郷地域会議 (猿投支所)
●活動の目的
人と人とのふれあいの"ドラマ"を創出できるよう､ 駅
の歴史や恩恵を御船の将来に伝え残すことや､ 活動を
通じて地区民の活性化を進める｡
●主な活動
既存の桜や藤を生かし､ 花壇を造って､ 四季を通じて
区民が集い､ 触れ合える場を造る｡ ベンチを設置した
小公園化を目指す｡
●補助金額 291,000円 ●会員数 40人
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№120 四郷郷土誌編纂事業
四郷町郷土誌編纂会

井郷地域会議 (猿投支所)
●活動の目的
猿投山､ 籠川流域の歴史に関する資料を収集整理して
郷土誌を出版する｡
四郷地区及び隣接地区に伝わる文献､ 資料を収集整理
して次世代の郷土史研究の一助とする｡
●主な活動
青木原台地､ 籠川流域の歴史的遺跡を調査し保存を図
る｡
八柱神社､ 寺院の由来を調査する｡
●補助金額 350,000円 ●会員数 9人

№121 里山 (お鍬山) 整備事業
下古屋自治区 まちづくり委員会

井郷地域会議 (猿投支所)
●活動の目的
里山の整備活動を通じて､ 地域の自然の親しみ､ 自然
の大切さと環境保護への関心を高めるとともに地域住
民の連帯感を深め､ 地域の企業､ 学校とも活動を共に
し､ 協力関係を深める｡
●主な活動
①シイタケをはじめとするキノコを栽培する｡
②樹木に名札を付ける｡
③カブトムシの孵化場の管理を行う｡
④小鳥の巣箱を設置する｡
●補助金額 338,000円 ●会員数 36人

№122 高町創設６０周年記念事業
高町自治区

井郷地域会議 (猿投支所)
●活動の目的
６０周年記念誌の発行､ 各種記念イベントを実施し自
治区住民のコミュニケ－ションを図ることにより､ 安
心安全なまちづくりに寄与する｡
●主な活動
①記念誌の発行｡
②高町の将来像を討議するワークショップを実施し､
記念誌に掲載｡
③高町の四季折々の風景写真を募集｡
④記念事業として区民会館前広場に記念庭園整備｡
⑤記念イベントとして記念式典の実施｡
●補助金額 325,000円 ●会員数 170人
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№123 高町まちづくり活動
高町まちづくりの会

井郷地域会議 (猿投支所)
●活動の目的
①世代を超えたコミュニケーション｡
②環境改善・美化活動｡
③中高齢者の健康づくり・生甲斐づくり｡
●主な活動
①世代を超えたふれあい事業｡
②花壇整備と花いっぱい事業｡
③池の周辺の植樹｡
④水質改善による環境改善活動｡
●補助金額 463,000円 ●会員数 43人

№124 子どもの見守り活動拡充事業
井郷地区防犯ネットワーク会議

井郷地域会議 (猿投支所)
●活動の目的
地域を挙げて ｢見守り活動｣ を展開し､ 子供達を犯罪
や交通事故から守る｡

●主な活動
①父兄及び地域パトローラーによる見守り活動実施に
必要な ｢見守り隊｣ などに表示グッズの製作｡
② ｢防犯活動中｣ ステッカー貼り付け自動車の拡大｡

●補助金額 515,000円 ●会員数 29人

№125 井上公園遊歩道整備
ふるさと井上・未来座

井郷地域会議 (猿投支所)
●活動の目的
井上町のまちづくり｡

●主な活動
井上公園内に遊歩道を整備し､ 世代交流会を開催する｡
今後花が楽しめたり､ 鳥が集まるような実のなる木を
植栽｡

●補助金額 1,101,000円 ●会員数 38人
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№126 演奏技術の向上と備品の整備事業
御船太鼓クラブ

井郷地域会議 (猿投支所)
●活動の目的
積極的な活動を進めたことで会員数が増加出来たこと
から､ さらに技術の向上を目指し､ 演奏内容を充実さ
せるために備品の整備を行う｡

●主な活動
①講師の招聘 毎月１回 (計１２回)｡
②活動備品の充実 大太鼓及び台 (各１台)｡

●補助金額 600,000円 ●会員数 21人

№127 竹炭ふれあい推進事業
石野の里 竹炭の会

石野地域会議 (猿投支所)
●活動の目的
環境の整備
①生活道路､ 通学道路の防犯対策｡
②荒山の大樹林､ 雑木伐採｡

●主な活動
荒れた山､ 50年～100年の大木の伐採を行う｡
有効樹林の確立で山を生き返らせる｡

●補助金額 580,000円 ●会員数 15人

№128 しゃくやく姫の塚保存会
しゃくやく姫の塚保存会

石野地域会議 (猿投支所)
●活動の目的
｢のどかさまちづくり｣ を通し､ ｢しゃくやく街道｣ が地
域の憩いの場所となることを目的に街道及び周辺を整備・
管理する｡
●主な活動
①毎年 5 月第 4 日曜日に姫の法要を兼ね ｢しゃくやく祭
り｣ を開催｡
②年 6 回 ｢しゃくやく街道｣ ｢花壇｣ ｢野口雨情誌碑｣ 周
辺の清掃及び整備｡
③自治区秋のふれあい祭りで区民に対し活動内容の発表
④塚を中心に歴史文化に触れ合い ｢姫伝説｣ を後世に継
承していく｡
●補助金額 611,000円 ●会員数 21人
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№129 石野郷土史発刊に伴う 2次調査
石野郷土史研究会

石野地域会議 (猿投支所)
●活動の目的
石野地区には旧村誌本がなく､ 時代の経過とともに史
実が薄れたり､ 忘れ去られようとしていることを危惧｡
そこで､ 研究会で収集した資料をまとめ､ ３ヵ年計画
で石野郷土史を発刊を目指す｡
●主な活動
①編集の構成 平成１８年｡
②資料の再収集とまとめ (現地探訪) 平成１８年～
２０年｡
③原稿作成 (パソコン､ ＵＳＢメモリに保存) 平成
１８年～２０年｡
●補助金額 245,000円 ●会員数 16人

№130 ささゆりの里おもてなし事業
松嶺ささゆり群生地保存会

石野地域会議 (猿投支所)
●活動の目的
ささゆりの開花時期の来場者に対し､ 保存会あげて温
かく迎え入れ､ 園地の案内図､ ささゆりの生態､ 保護
活動状況などをまとめた案内パンフレットを作成配布
することで､ 保存活動への理解と都市と山村との交流
を深める｡
●主な活動
①案内パンフレットの作成､ 案内のぼりの作成｡
②周辺施設への案内パンフレット配布｡
③駐車場誘導｡
④園地内でのガイド｡
●補助金額 197,000円 ●会員数 60人

№131 ｢いしの音頭｣ の製作
｢いしの音頭｣ 製作委員会

石野地域会議 (猿投支所)
●活動の目的
①石野地区を､ 住みよい活力ある地域社会の創造と発
展を目的とする｡
②石野地区住民の健康維持｡
●主な活動
① ｢いしの音頭｣ をつくり､ 踊るたびに健康になるよ
うな振付を考案｡
②私達の好きなまち ｢石野｣ に住める喜びを歌詞にし
て､ 唄い､ 踊り､ まちづくりを行う｡
●補助金額 873,000円 ●会員数 24人
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№132 広瀬いきいき町づくり
広瀬愛護会

石野地域会議 (猿投支所)
●活動の目的
三河広瀬駅跡とその周辺 (矢作川河川敷､ 広瀬城) の
景観を生かし､ 周辺を整備して､ 市民の憩いの場とす
る｡ また､ 伝統文化を掘り起こし｡ 東広瀬場太鼓を創
設し､ 東広瀬下切地区のいきいきした町づくりを図る｡
●主な活動
①地域住民の憩いの場としての公園づくり｡
②駅舎の有効活用を図る｡

●補助金額 812,000円 ●会員数 34人

№133 農村歌舞伎・農村舞台の活性化事業
農村舞台の保存・活用を考える会

石野地域会議 (猿投支所)
●活動の目的
豊田市の有形民族文化財である農村舞台の維持管理に
努めるとともに､ 舞台の活用の拡充を図り､ 地域文化
の振興と地域の活性化を推進する｡

●主な活動
伝統文化芸能を通して､ 子どもの健全育成と伝統文化
を継承し地域住民に潤いを与える｡

●補助金額 810,000円 ●会員数 103人

№134 ふれあい町づくり ｢梅の木植樹 (第２期) に伴う雑種地の開墾整備｣
梅の里づくり委員会

石野地域会議 (猿投支所)
●活動の目的
皆で楽しめる屋外の癒し・憩いのシンボルゾーン・梅の
里づくり｡

●主な活動
①自治区内雑種地の開墾整備を行い､ 梅の木を植栽する｡

●補助金額 872,000円 ●会員数 35人
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№135 乙部町まちづくり活動事業
乙部町まちづくり委員会

猿投地域会議 (猿投支所)
●活動の目的
①地域の特性を生かす事業｡
②散策路に樹木植栽､ 竹林の整備､ 農村広場の活用｡
③自然環境の保全｡

●主な活動
①散策路の利用による体力つくり｡
②宮山の竹林を利用して､ 竹の子掘り｡
③散策路の植栽による､ 季節の花等の観賞｡
●補助金額 558,000円 ●会員数 69人

№136 舞木町まちづくり活動
舞木町まちづくり協議会

猿投地域会議 (猿投支所)
●活動の目的
地域資源及び自然環境を生かし､ 地域の景観つくり・
自然環境保全を次期世代の子供達と共に活動し､ あわ
せて､ 子供の健全育成を図る｡
●主な活動
①地域に愛される里山づくり｡
②子どもたちが自然に親しみ､ 地域の良さを見つける
為のキャンプイベントの開催｡
③荒子川の彼岸花植栽箇所の整備､ 草刈りを実施する｡
●補助金額 372,000円 ●会員数 13人

№137 猿投町まちづくり補助事業
猿投町まちづくり協議会

猿投地域会議 (猿投支所)
●活動の目的
猿投町の歴史的遺産や観光スポットをネットワークで
結び､ 豊かな自然や景観を保全しながら､ 貴重な資源
を活用した町づくりを推進し､ 地域の活性化とコミュ
ニケーションの向上を図る｡
●主な活動
１. 猿投神社紅葉林の整備草刈事業｡
２. 竹林の整備｡
３. 武田道の整備｡
４. 里山整備｡
５. 広沢川整備｡
●補助金額 316,000円 ●会員数 22人
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№138 藤山公園まちづくり事業
加納町ふれあいまちづくり推進部

猿投地域会議 (猿投支所)
●活動の目的
町内の由緒ある歴史的古墳を伝承し､ 安全でふれあい
豊かな居住環境の形成と町民相互のふれあいと､ 親睦
を図り町の発展に､ 寄与すること｡
●主な活動
桜､ もみじの植栽とマレットゴルフの整備をし市民の
憩いの場とした公園にする｡ その他､ 籠川､ 薬師堂､
市道沿いに植栽した桜､ もみじ､ みかんの苗木の維持
管理｡
●補助金額 1,140,000円 ●会員数 50人

№139 乙部ケ丘わくわく事業２００７
乙部ケ丘わくわく事業推進委員会

猿投地域会議 (猿投支所)
●活動の目的
楽しく安全な街づくり｡
●主な活動
①花壇のメンテナンスを実施｡ 新たに小学校のスロー
プ下のスペースを利用して花壇を造成｡
②枯木､ 倒木を除去して､ 植樹を実施する｡
③側溝の清掃を実施する｡
④遊歩道の整備｡
⑤防犯灯整備と交通安全を行う｡
⑥回覧にて新規会員を募集｡
●補助金額 368,000円 ●会員数 35人

№140 マレットゴルフ場新設工事及び植栽の維持管理
本徳町まちづくり委員会

猿投地域会議 (猿投支所)
●活動の目的
①自然環境に配慮したまちづくりの一環として､ 溜池､
水田用水路､ 河川を活用し､ 散策路を整備しながら農
村環境の良好な保全と質的向上を図ること｡
②何時でも､ 誰でも､ 楽しめる・マレットゴルフ場(18
ホール)作り｡
●主な活動
③平沢地区の山林に､ マレットゴルフ場の新設工事継
続中｡
●補助金額 665,000円 ●会員数 40人
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№141 打ち囃子太鼓保存維持事業
猿投打ち囃子太鼓保存会

猿投地域会議 (猿投支所)
●活動の目的
打ち囃子太鼓の保存・伝承と､ 太鼓を通じて子供の健
全育成と地域のコミュニケーションを深める｡
●主な活動
①打ち囃子太鼓の保存・伝承と後継者の育成｡
②発表会に備えて保存会の練習会の開催｡
③月２回の定期練習会｡
④その他､ 地域イベント又は依頼によりボランティア
活動で太鼓演技の披露｡
●補助金額 375,000円 ●会員数 80人

№142 あやめ池周辺の整備､ 清掃活動事業
さなげ台愛護会

猿投地域会議 (猿投支所)
●活動の目的
さなげ台団地の花壇の育成と団地内の清掃活動を通じ
て心安らぐ住みやすい町づくりに努める｡
あやめ池周辺を整備して癒し､ 憩いの場にする｡
●主な活動
あやめ池周辺の整備､ 草刈り､ あやめの植え替え｡
花壇の整備｡
周辺道路の清掃活動｡
●補助金額 116,000円 ●会員数 20人

№143 亀首町まちづくり活動事業
亀首町まちづくりの会

猿投地域会議 (猿投支所)
●活動の目的
青木橋を中心とした広大な河川敷や竹林を活用して地
域住民のふれあい活動を実践｡
●主な活動
①猿投北交流館事業との共催 (竹林を活用した事業)｡
②青木橋を中心とした河川敷の整備を継続的に実施す
ることにより､ 水辺プラザ構想と連携を図っていく｡
③河川敷を整備することにより､ 子供達が安全で安心
して川遊びができる環境を整える｡
●補助金額 690,000円 ●会員数 100人
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№144 地域資源を活かしたまちづくり事業
猿投地区まちづくり協議会

猿投地域会議 (猿投支所)
●活動の目的
猿投地区(１３自治区)の地域資源 (猿投神社など寺社
仏閣､ 篭川､ 公園など､ 指定銘木など) を活用し､ 地
域住民による自然環境保全､ 地域の景観づくり､ 生活
環境の改善などまちづくりに取り組む｡ 協議会として
は各事業の具体化､ 課題等に関する協議調整及び事業
進捗に関する意見交換会 (総会) など実施｡
●主な活動
①各自治区事業の課題・事業進捗等に関する意見交換
会｡
②河川管理者等との協議調整｡
③まちづくり講演会及び先進地視察研修会｡
●補助金額 193,000円 ●会員数 152人

№145 ウエスタンフラワー事業
フラワー会

猿投台地域会議 (猿投支所)
●活動の目的
休耕地 (50a) に菜の花､ 花文字等で景観向上に効果が
あったので､ 継続事業として同地に (60a) コスモスを
栽培して景観作りを行う｡

●主な活動
１８年度､ 実施した隣接地 (8a) に増設して (60a) に
コスモスの播種を行う｡

●補助金額 374,000円 ●会員数 12人

№146 枝下町自治区 ｢あなたが主役｣ わくわく事業
枝下町自治区 ｢あなたが主役｣ わくわくクラブ

猿投台地域会議 (猿投支所)
●活動の目的
地域住民の世代を超えた親睦と自然環境保全､ 健康増
進､ 知識の研讃を図ることを目的とする｡

●主な活動
①しだれ桜若木､ 梅若木植栽､ 庭園管理､ 竹林整備､
防災ベンチ作成､ ハーブ園作り､ 草刈り､ 草花､ 樹木
の手入れ｡
②銘木しだれ桜の育成管理
●補助金額 752,000円 ●会員数 80人
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№147 "安心安全なまち猿投台"をめざしてー防犯活動の推進ー
猿投台地区区長会

猿投台地域会議 (猿投支所)
●活動の目的
防犯に関する啓発活動を強化し､ 安心安全なまちづく
りに努める｡

●主な活動
防犯まちづくりのシンボル塔や防犯まちづくり表示灯
を設置し､ 住民の防犯意識を高める｡

●補助金額 3,357,000円 ●会員数 12人

№148 保見町打ちハヤシ・チャラボコ伝承保存事業
保見町芸能保存会

保見地域会議 (猿投支所)
●活動の目的
地域に伝わる伝統的郷土芸能である､ 打ちハヤシ・チャ
ラボコを伝承・保存を行う｡

●主な活動
①伊保小校区､ 自治区 (子供会) に習得させるととも
に後継者の確保と育成｡
②伊保小学校､ 自治区 (子供会) 等へ会員が打ちハヤ
シ・チャラボコ､ 木遣りの指導｡
●補助金額 308,000円 ●会員数 34人

№149 万博記念茶畑維持管理及び環境保全事業
茶木茶喜くらぶ

保見地域会議 (猿投支所)
●活動の目的
茶畑の維持管理を通じて､ 異世代異文化交流を図る｡
伊保川の環境保全に努める｡

●主な活動
①茶畑の維持管理､ 茶摘み､ 手もみ茶づくり｡
②異世代異文化交流会を行う｡
③伊保川堤防の環境整備を行う｡
④竹林伐採及び竹炭づくりをする｡
●補助金額 495,000円 ●会員数 14人
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№150 花づくり事業
保見地域ＦＦ会

保見地域会議 (猿投支所)
●活動の目的
花の苗を栽培し､ 保見地域に安らぎを与える花いっぱ
い運動を展開し､ ｢美しい保見の里｣ づくりを行う｡

●主な活動
①シクラメンの育苗､ 育成事業｡
②新保見交流館竣工記念事業｡

●補助金額 946,000円 ●会員数 23人

№151 東保見町御殿万歳保存事業
東保見町御殿万歳保存会

保見地域会議 (猿投支所)
●活動の目的
９０年間東保見町で行われてきた無形民俗文化財 ｢三
河万歳｣ の復活と保存と､ 幅広く一般に公開し､ 伝統
ある郷土芸能の伝承｡
●主な活動
①三河万歳 (御殿万歳､ 三曲万歳､ 門づけ万歳)､ その
他 芸の向上の為の研修｡
②三河万歳の後継者の育成｡
③市内や地域の文化活動に積極的に参加し､ 三河万歳｡
の普及活動及び社会奉仕事業を展開｡
●補助金額 1,130,000円 ●会員数 30人

№152 北の梅園と伊保町蓮池を結ぶ散策路整備事業
貝津まちづくり会

保見地域会議 (猿投支所)
●活動の目的
貝津町区民と伊保町区民そして中京大学とのコミュニ
ケーションをより強化し､ 安心､ 安全なぬくもりのあ
る町作りを目的とする｡ また､ 光と緑と水の映える豊
かな里山の風景を残す活動を行う｡
●主な活動
①貝津の"北の梅園"と伊保町の蓮池周辺と中京大学を
結ぶ３ケ所を環状線で結べる様にそれを遮っている竹
林､ 雑木を切り開き､ 散策路を作る｡
②周辺の草刈､ ため池の清掃活動､ 散策路の管理｡
●補助金額 1,500,000円 ●会員数 18人
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№153 保見ケ丘パトロール隊 隊員安全設備計画
保見ケ丘パトロール隊

保見地域会議 (猿投支所)
●活動の目的
隊員のパトロール中の安全確保｡

●主な活動
①パトロール中､ 道路・歩道をパトロールするため､
安全ベストにて防護する｡
②パトロール中､ 異常者に遭遇したときの防護｡

●補助金額 136,000円 ●会員数 50人

№154 フットサルユニホーム購入
保見地区子ども会

保見地域会議 (猿投支所)
●活動の目的
保見地区の子ども会活動の活性化を図る｡

●主な活動
地区の予選で優勝したチームが市の大会で着るユニホー
ムを購入する｡

●補助金額 230,000円 ●会員数 638人
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№155 羽布地区里づくり事業
里づくりの会

下山地域会議 (下山支所)
●活動の目的
｢香恋の里｣ をより魅力ある地域とするため､ 地域が
一体となり景観整備を行い､ ｢香恋の里｣ のイメージアッ
プと地域の活性化を図る｡

●主な活動
・竹林伐採による環境整備｡
・樹木の保育活動と苗木の植樹｡

●補助金額 590,000円 ●会員数 108人

№156 お達者くらぶ
うぐいす会

下山地域会議 (下山支所)
●活動の目的
｢小地域｣ を基盤に､ 誰もが住みなれた地域でいつで
も､ 健やかに､ 安心して暮らすことのできる地域を構
築する｡

●主な活動
・地域の集会所を利用して､ 気軽に集まることのでき
る場所づくりを行う｡
・生きがいづくり・健康づくり・ふれあい活動を行う｡
●補助金額 77,000円 ●会員数 60人

№157 わごうさとづくり
わごうさとづくりの会

下山地域会議 (下山支所)
●活動の目的
・地域の伝統文化､ 歴史､ 和合地区内の継続整備｡
・和合地区内を中心にした､ 植樹､ 草刈等の環境整備｡

●主な活動
・田螺池から不動滝までの継続整備､ つつじの補植作
業｡
・河川整備｡
・大桑川への稚魚の放流､ 河川環境の監視｡
・自然保護のためのパトロール監視｡
・農ライフ創生センターとの交流｡
●補助金額 358,000円 ●会員数 42人
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№158 ワイワイしもやま塾
ワイワイしもやま塾

下山地域会議 (下山支所)
●活動の目的
個性豊かな住みよい地域社会を構築するための勉強会｡

●主な活動
・歴史・産業・文化・教育・福祉・地域特性などを､
発掘・再認識するため地区内を散策する｡
・散策する中で､ 意見交換を通して個性豊かな住みよ
い下山地区構築への参加を促す｡

●補助金額 100,000円 ●会員数 23人

№159 三巴自治区活性化事業
三巴で集う会

下山地域会議 (下山支所)
●活動の目的
・地域のふれあいの場をつくり親睦を深める｡
・伝統行事の伝承及び地域文化の担い手の育成｡
●主な活動
・ふれあい活動
自治区・子ども会・老人会の協力を得て､ 旧三巴小校
庭を花で飾る｡
・夏まつり
巴太鼓の披露・映画上映・和太鼓演奏｡
●補助金額 155,000円 ●会員数 9人

№160 すまいるライフ事業
プロジェクト ｢Ｈ｣

下山地域会議 (下山支所)
●活動の目的
転入者と地元住民の交流できる場を提供し､ 気軽にあ
いさつができる明るく元気な魅力ある地域づくりを進
める｡
●主な活動
・安全パトロールを実施し､ 危険箇所を整備する｡
・清流巴川・田んぼ・樹木との一体感のある地域づく
りを目指し､ 巴川散策道づくりの環境整備を行う｡
・ ｢平瀬納涼祭｣ を定期的継続事業として実施する｡
●補助金額 450,000円 ●会員数 20人
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№161 立岩地区活性化事業
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下山地域会議 (下山支所)
●活動の目的
コミュニケーションの機会・場所を作り地域の活性化
を図る｡

●主な活動
立岩大橋下に地域の住民が利用する小公園を整備し､
地区のコミュニケーションの場を提供する｡

●補助金額 130,000円 ●会員数 10人

№162 ふるさとＵ・Ⅰターンネットワーク事業
グランドワークしもやま

下山地域会議 (下山支所)
●活動の目的
若い世帯のＵターン､ Ⅰターンによる人口増を目指す
とともに､ 地域住民の心がかよう､ 支え合いのまちづ
くりを進める｡
●主な活動
・城跡を生かしたウォーキングコース整備とほたるの
郷づくりの調査を行う｡
・空いた土地や住居を斡旋するためのシステムをつく
るとともに､ 空き地を利用した小公園を整備する｡
・ ｢地域クーポン｣ を利用した支え合いの事業を実施｡
●補助金額 918,000円 ●会員数 21人

№163 三河湖環境整備事業
三河湖共栄会

下山地域会議 (下山支所)
●活動の目的
三河湖周辺の環境を整備することで､ 訪れた人に憩い
の場を提供する｡

●主な活動
樹木を伐採し､ 桜の植樹を行うとともに散策道を整備
する｡

●補助金額 441,000円 ●会員数 10人
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№164 三世代ふれあい感謝Ｄａｙ
花山コミュニティ

下山地域会議 (下山支所)
●活動の目的
・美しい地域づくりのための啓発と実践｡
・新旧世代間の協調｡
・ふれあいによるコミュニティの連携を高める｡
●主な活動
・連区内ウォーキングクリーン作戦｡
・古老に ｢ふるさと花山の今昔｣ を聞く｡
・ふれあいゲーム・わら細工の実演｡
・年末餅つき大会・餅投げ大会｡
●補助金額 42,000円 ●会員数 41人

№165 ｢元気の郷づくりの会｣ 拠点整備事業
元気の郷づくりの会

下山地域会議 (下山支所)
●活動の目的
地域住民が気軽につどい・語らいそして作業ができる
場所を整備し､ 共働の実践と会員及び地域住民の事業
への積極的な参加を促す｡

●主な活動
・拠点を整備し､ 各種行事の開催地とする｡
・ＪＣ事業 (エコキッズ) に伴う河川周辺整備を行う｡

●補助金額 709,000円 ●会員数 87人

№166 明るい住みよいふるさとづくり (町名案内板設置事業)
水曜会

下山地域会議 (下山支所)
●活動の目的
町名案内板を設置し､ 来訪者に町名を案内するととも
に､ 住民が自分の住んでいる町への意識を高め､ 誇り
と愛情を持つようにする｡

●主な活動
町名・案内看板設置のための調査・設置｡

●補助金額 1,000,000円 ●会員数 37人
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№167 六鹿会館ふれあい
サロン・ド・六鹿

前林地域会議 (高岡支所)
●活動の目的
地域文化施設の ｢六鹿会館｣ を地域住民に親しんでも
らう｡

●主な活動
郷土芸能発表｡
作品展｡
花壇作り｡

●補助金額 290,000円 ●会員数 100人

№168 防犯パトロール
上丘防犯パトロール

前林地域会議 (高岡支所)
●活動の目的
地域防犯パトロールと防犯意識高揚｡

●主な活動
地域住民に対する防犯講習会｡
夜間パトロール｡

●補助金額 89,000円 ●会員数 114人

№169 景観な町づくり
上丘なの花会

前林地域会議 (高岡支所)
●活動の目的
地域景観づくり｡
区民の親睦の場作り｡

●主な活動
地域内のグランド､ 公園､ 河川法面の草刈､ 花作り｡

●補助金額 775,000円 ●会員数 50人
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№170 地域活性化
前林郷友会

前林地域会議 (高岡支所)
●活動の目的
地域活性化事業として環境美化の推進､ 伝統芸能の継
承､ 子供達の健全育成に努める｡

●主な活動
不法投棄パトロールの実施｡
伝統芸能の継承｡
子供達を対象とした ｢あそぼまい広場｣ の開催｡

●補助金額 295,000円 ●会員数 25人

№171 茶の湯で交流Ｉｎ六鹿 パートⅡ
陽だまりの会

前林地域会議 (高岡支所)
●活動の目的
地場のお茶を使って､ 地域資源である ｢六鹿会館｣で
茶の湯を通して世代交流を図る｡

●主な活動
子供たちに､ お茶の体験・指導｡
地域の高齢者に茶の湯で訪問｡

●補助金額 42,000円 ●会員数 15人

№172 花で迎える豊田の玄関
ラブ＆アース駒場の会

前林地域会議 (高岡支所)
●活動の目的
駒場小児童と地域住民で花による環境にやさしい町づ
くり｡

●主な活動
休耕田での花作り｡
プランターによる緑化｡

●補助金額 845,000円 ●会員数 20人
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№173 みんなでつくろうフラワーロード
花いっぱい駒場クラブ

前林地域会議 (高岡支所)
●活動の目的
地域景観づくり｡
住民の親睦の場作り｡

●主な活動
道路空き地を利用して花壇を整備して花で飾る｡

●補助金額 365,000円 ●会員数 23人

№174 駒新町内の環境美化活動
駒新環境美化パトロール隊

前林地域会議 (高岡支所)
●活動の目的
環境美化の大切さを訴え､ 賛同者を集め､ 美しいまち
づくり､ 誇れるまちづくりを行う｡

●主な活動
環境美化への参加呼びかけ｡
不法投棄ゴミの回収・処理｡
ゴミ分別などの指導｡
ふれあい広場などの除草など｡

●補助金額 28,000円 ●会員数 9人

№175 堤町神楽保存会
堤町神楽保存会

前林地域会議 (高岡支所)
●活動の目的
地域に伝わる伝統芸能を後世に保存､ 伝えていく｡

●主な活動
地域へ呼びかけ､ 参加者を募り後世へ伝えるための練
習｡

●補助金額 255,000円 ●会員数 30人
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№176 櫓太鼓伝統芸能継承
櫓太鼓保存会

前林地域会議 (高岡支所)
●活動の目的
地域に伝わる伝統芸能を後世に保存､ 伝えていく｡

●主な活動
櫓太鼓伝統芸能保存｡
盆踊りに活性化｡
太鼓が取り持つ心のつながり｡

●補助金額 410,000円 ●会員数 24人

№177 道路わき遊休地を使った老若男女の集う場所づくり
駒豊会

前林地域会議 (高岡支所)
●活動の目的
遊休地を使った老若男女の集う場所づくり｡

●主な活動
桜の植樹・草花の植栽・植木の剪定・ベンチの設置｡

●補助金額 118,000円 ●会員数 36人

№178 高齢者健康増進
堤ぴんころ隊

前林地域会議 (高岡支所)
●活動の目的｡
地域における高齢化に対処すべく､ 健康寿命の増進に
向け体力アップ等の活動を積極的に推し進める｡

●主な活動
健康についての講話｡
体力アップの運動｡
健康度､ 体力等のチェック｡

●補助金額 61,000円 ●会員数 8人
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№179 逢妻男川ホタルの里作り
逢妻男川ほたるの里研究会

竜神地域会議 (高岡支所)
●活動の目的
逢妻男川をきれいにし､ ホタルの住める場にする｡
ホタルを養殖して飛ばす｡

●主な活動
ホタルと餌になるカワニナの養殖｡

●補助金額 1,446,000円 ●会員数 31人

№180 本町１００年誌の作成
本町���年誌編集委員会

竜神地域会議 (高岡支所)
●活動の目的
１００年の足跡を記録し､ 先人の村づくりの苦労､ 業
績を学び､ 地域への愛着心と連帯感を高め､ 活性化と
まちづくりに活かす｡

●主な活動
過去の歴史の調査､ 記録､ 編集｡
記念米作りと１００年誌作成｡

●補助金額 700,000円 ●会員数 13人

№181 伝統的郷土芸能継承事業
竹村チャラボコ保存会

竜神地域会議 (高岡支所)
●活動の目的
平成元年に復活したお囃子 (チャラボコ) を伝統的な
郷土芸能として継承していく｡

●主な活動
チャラボコの練習｡

●補助金額 252,000円 ●会員数 16人
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№182 竹村新池公園の高木樹木をたすけ隊
竹村新池公園ボランティア会

竜神地域会議 (高岡支所)
●活動の目的
公園の高木樹木の育成､ 手入れを行い､ 地域住民の
憩いの場､ 景観づくりを行う｡

●主な活動
さくら､ しだれ梅､ 竹林の育成､ 手入れ｡

●補助金額 470,000円 ●会員数 70人

№183 地域高齢者の心身の健康維持
竹中脳げんき会

竜神地域会議 (高岡支所)
●活動の目的
高齢者の集まりの場を作り､ 身体と脳を刺激・活性化
するための活動をすることにより､ 心身の健康を維持・
強化する｡
●主な活動
脳のはたらきテストと血圧測定｡
運動レクレーションの実施｡
脳の刺激・活性化のためゲームや創作活動などの実施｡

●補助金額 224,000円 ●会員数 33人

№184 竜神地区防犯活動
竹村青色パトロール隊

竜神地域会議 (高岡支所)
●活動の目的
青色防犯パトロールを行い､ 地域に犯罪者が近づかな
い町づくりを行う｡

●主な活動
夜間防犯パトロール｡
地域行事等でのパトロール｡
登下校時の見守り隊｡

●補助金額 310,000円 ●会員数 35人
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●№185 竹村竹林環境整備
竹村竹林愛護会

竜神地域会議 (高岡支所)
●活動の目的
地元の竹林を整備・育成し､ 憩いの場とする｡

●主な活動
竹林管理事業｡

●補助金額 46,000円 ●会員数 30人

№186 土橋・本町郷土芸能保存会
土橋・本町郷土芸能保存会

竜神地域会議 (高岡支所)
●活動の目的
地域に伝わる伝統芸能を後世に保存､ 伝えていく｡

●主な活動
児童館・小学校での練習｡

●補助金額 95,000円 ●会員数 25人

№187 子どもの健全育成を図る事業
おはなしグループたつのこ

竜神地域会議 (高岡支所)
●活動の目的
読み語りをとおして､ 子どもたちの健全育成を図る｡

●主な活動
保育園・交流館での読み語り｡

●補助金額 79,000円 ●会員数 14人
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№188 わくわく感動 ユーモア絵本の世界へ
そらまめくん

竜神地域会議 (高岡支所)
●活動の目的
絵本の世界の語りを媒介にして､ 地域や世代をこえて
の人的交流を広げ､ 現状を認識し､ 家庭及び地域での
子育てを振り返る｡

●主な活動
古屋和子氏公演・講演｡

●補助金額 102,000円 ●会員数 35人

№189 まちづくり協定の地域への啓蒙活動
竹村暮らしのまち育て実行委員会

竜神地域会議 (高岡支所)
●活動の目的
竹村地域が､ 緑豊かで安心で安全に暮らすことのでき
るように､ まちづくり協定を作成し､ 地域への啓蒙か
ら､ 協定の運用をしていく｡

●主な活動
竹村まちづくり協定の配布及び啓蒙活動｡

●補助金額 596,000円 ●会員数 15人
体育館で練習

№190 防犯パトロール
緑ヶ丘防犯パトロール隊

竜神地域会議 (高岡支所)
●活動の目的
子どもたちの登下校の安全を確保するとともに､ 自治
区地域住民が安心で安全な生活ができるまちづくりの
推進をはかる｡
●主な活動
｢防犯パトロール隊｣ の結成｡
・子ども見守り隊 ・地域見守り隊｡
・夜まわり隊 ・青パト隊｡
＊ 月１回程度の連絡会を実施｡
●補助金額 65,000円 ●会員数 65人
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№191 防犯パトロール
東田自治区防犯パトロール隊

竜神地域会議 (高岡支所)
●活動の目的
犯罪の増加を抑えるため､ 地域住民の目が行き届いた
犯罪の起きにくい安心・安全な地域づくり｡

●主な活動
青色回転灯を装着した自動車を利用し東田自治区の巡
回パトロールを実施｡ 徒歩による夜間パトロールの実
施｡ 下校に付き添う見守り活動｡ 月１回程度の連絡会
実施｡
●補助金額 97,000円 ●会員数 86人

№192 防犯パトロール
中根自治区防犯隊

若園地域会議 (高岡支所)
●活動の目的
地域防犯パトロールと防犯意識高揚｡

●主な活動
軽トラックによる不審者の侵入防止｡
小中学生の下校時の安全確保｡
徒歩､ 夜間パトロール｡

●補助金額 110,000円 ●会員数 108人

№193 防犯パトロール
花園町自治区防犯隊

若園地域会議 (高岡支所)
●活動の目的
地域防犯パトロールと防犯意識高揚｡

●主な活動
青パト２台によるパトロールで不審者の侵入防止｡
自治区と一体化した安全・安心な町づくりの推進｡
小・中学生下校時の安全確保｡
徒歩による夜間パトロールの強化｡

●補助金額 339,000円 ●会員数 137人
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№194 郷土芸能の復活・継承を基に地域の子どもたちの健全な育成
花園舞扇の会

若園地域会議 (高岡支所)
●活動の目的
地域文化・郷土芸能を教えること､ふれあいｸﾗﾌﾞや祭り
等の舞台で発表することで子どもたちのマナーアップ
と共に子どもたちの健全な育成を図る｡

●主な活動
定期的な練習による技術の習得とマナーの向上､人材育
成､ 発表会開催 祭礼､ふれあいクラブで舞の披露｡

●補助金額 218,000円 ●会員数 29人

№195 地域のコミュニケーション作り
花園ふれあいクラブ・マイレの会

若園地域会議 (高岡支所)
●活動の目的
高齢者の余暇活動にフラダンスを取り入れ､ 健康維持
に役立てる｡ 地域内､ 外の施設へ出向きフラダンス文
化を広め､ 元気な高齢者集団づくりに努める｡

●主な活動
会員実技向上｡
コミュニケーションに積極的に参加｡

●補助金額 132,000円 ●会員数 25人

№196 ころころキッズ大志を抱け
ＮＰＯグループ ころころ

若園地域会議 (高岡支所)
●活動の目的
色々なお話に興味を持って聞き､ 創造力を育み､ 夢を
つくる｡
お話を聞く中で､ 食や生活リズムを守ろうとする気持
ちを母親にも向けていく｡
●主な活動
絵本､ シアターによる読み聞かせ｡
ドリームイベント｡

●補助金額 265,000円 ●会員数 15人
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№197 明るく､ 楽しく､ 元気な家庭のきずなづくり
げんきっ子サークル

若園地域会議 (高岡支所)
●活動の目的
母親が子育てを楽しみながら心身共に元気な子どもを
育てる｡
自然の恵みを体験を通して知り､ 感謝して食する｡
仲間意識をもち仲良くみんなで子育てをする｡
●主な活動
吉原町で野菜を未就園児と共に育て自然の恵みを実感
する｡
畑で体を動かし､ 遊ぶ楽しさや新鮮な野菜のおいしさ
を知り､ 健康な身体づくりをする｡
親が地域住民と連帯感をもち深める｡ 野菜や花､ 草木
に関心を持ち､ 生き物に興味を持つ｡
●補助金額 131,000円 ●会員数 22人

№198 若園っ子の創造力を高める事業
若っ探 (わかったん)

若園地域会議 (高岡支所)
●活動の目的
地元企業の協力を得て､ 子どもたちに車の製造工程の
工場見学や､ 教材を使ったもの造り体験をさせ､ 感心
を高めると同時に､ 創造力豊かな子どもを育てる｡
●主な活動
トヨタ車体の工場見学｡
従業員の作業教育訓練の体験｡
教材を使った車の製作｡
車の組み立て競争や作品検討会｡
●補助金額 133,000円 ●会員数 10人

№199 フットサルによる子どもと保護者の育成
高岡地区フットサル指導者部会

若林地域会議 (高岡支所)
●活動の目的
区内の子どもたちと保護者にフットサルを普及し
体力向上と健全育成を図る｡

●主な活動
ルール講習会｡
競技実技指導会｡
練習 大会｡

●補助金額 246,000円 ●会員数 10人
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№200 次世代を健全に育てる事業
若林の次世代を育てる会

若林地域会議 (高岡支所)
●活動の目的
高岡中学校 60年の足跡を記録し､ 地域に愛着心を
持った青少年の健全育成を図る｡

●主な活動
感動させる講演会｡
過去の出来事の調査収集｡

●補助金額 1,303,000円 ●会員数 54人

№201 逢妻男川・水辺の緑の回廊の維持管理 ｳｫｰｷﾝｸﾞｺｰｽの整備
逢妻男川・水辺の緑の回廊愛護会

若林地域会議 (高岡支所)
●活動の目的
逢妻男川の維持管理､ 健康ｳｫｰｷﾝｸﾞｺｰｽの整備により､
地域住民の健康づくりと体力づくりに役立てる｡

●主な活動
逢妻男川の草刈､ 樹木の保全と健康ｳｫｰｷﾝｸﾞｺｰｽを整備｡
コースのまわりに花を植える｡

●補助金額 536,000円 ●会員数 30人

№202 送迎サポート事業
友愛訪問の会 高岡ボランティア

若林地域会議 (高岡支所)
●活動の目的
｢ふれあいサロン｣ へ自力で参加できない方の送迎サポー
ト

●主な活動
希望登録者に送迎 1 回 500 円を負担していただきタク
シーで送迎｡

●補助金額 66,000円 ●会員数 37人
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№203 ふれあいサロン花づくり
ふれあいサロン 花づくり

若林地域会議 (高岡支所)
●活動の目的
地区住民による景観づくりの花壇設置､ 桜並木老木
管理などを通じて､ 憩とふれあいの場作り｡

●主な活動
並木桜の老木改善講習会｡
ほのぼの広場に憩いのオアシス花壇製作｡

●補助金額 170,000円 ●会員数 23人

№204 若林祭囃子 (チャラボコ) 保存事業
若林祭囃子保存会

若林地域会議 (高岡支所)
●活動の目的
祭囃子(チャラボコ) を無形文化財として保存のため､ 祭
囃子の習得､ 技能の継承､ 後継者の育成､ 地域への伝承
活動等｡

●主な活動
台車製作､ ふれあい祭に参加､ 運動会アトラクション､
寝たきりの方から要請があればいつでも｡

●補助金額 785,000円 ●会員数 16人

№205 若林の子供たちを中心とした地域の活性化
若林同志会

若林地域会議 (高岡支所)
●活動の目的
若林の子供達に｢応援｣ を通じ ｢今自分の出来ることを
精一杯やる！｣ など思いやりや協調性を育み､ ｢感動｣
｢忘れがたい子どもの頃の美しき思い出｣ を作ることで
感受性豊かな｢夢の見れる子ども｣ になってほしい｡
●主な活動
・夏祭り太鼓練習 ・夏祭り踊り練習 ・夏祭り
・子ども神輿コンテスト ・子ども講演会
・応援合戦 ・子供会行事
●補助金額 1,135,000円 ●会員数 352人
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№206 加茂川の環境改善
加茂川を美しくする会

高橋地域会議 (高橋支所)
●活動の目的
加茂川を美しくして住民のふれあいの場とするととも
に､ 子どもたちの自然を愛する心を育てる｡
●主な活動
加茂川の浄化活動､ 草刈り｡
不法投棄物等ごみ拾いと回収｡

●補助金額 164,000円 ●会員数 15人

№207 わくわく冒険遊び場 (プレーパーク) づくり
とよたプレーパークの会

高橋地域会議 (高橋支所)
●活動の目的
定期的にプレーパークを開催することで､ 子どもの遊
び場の大切さを伝え､ 年齢や世代を超えた ｢居場所｣
としての遊び場作りを目指す｡
●主な活動
月１回のプレーパーク開催｡
年４回連続プレーパーク開催｡
学習会の開催｡
機関紙の発行 (年４回)｡
他地区文化の鑑賞 (小原歌舞伎)｡
●補助金額 339,000円 ●会員数 35人

№208 寺部古道および史跡案内看板設置事業
寺部・高橋まちづくり協議会

高橋地域会議 (高橋支所)
●活動の目的
地域の歴史像を図示して､ 住民及び外来者に対して､
寺部の歴史の意義を認識してもらいたい｡

●主な活動
看板の設置｡

●補助金額 682,000円 ●会員数 31人
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№209 平井子供囃子活性化事業
平井子供囃子保存会

高橋地域会議 (高橋支所)
●活動の目的
子供たちに最適な練習環境を確保し､ 自主的活動を促
してより活性化する｡

●主な活動
囃子演奏に必用な楽器一式の整備｡

●補助金額 988,000円 ●会員数 10人

№210 高橋地区文化発信事業
高橋地区文化発信の会

高橋地域会議 (高橋支所)
●活動の目的
高橋地区に伝わる文化保存と伝承の推進する｡ 高橋地
区発の文化を創造する｡

●主な活動
伝承文化のビデオ編集｡
伝承文化の交流会｡ くわがた教室｡
エコ風船

●補助金額 570,000円 ●会員数 34人

№211 ウェル花夢たかはし
花と緑のまちづくり委員会

高橋地域会議 (高橋支所)
●活動の目的
高橋地区に花いっぱいで皆にうるおいを与える｡ 高橋
地区 110番家に花苗の配布｡

●主な活動
花苗の育成と配布｡
苗育成の講習会の開催｡

●補助金額 244,000円 ●会員数 20人
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№212 絵本でおやこのふれあいを
こども図書室ボランティア

高橋地域会議 (高橋支所)
●活動の目的
保護者に､ 絵本を赤ちゃんに読んであげる大切さを伝
える｡

●主な活動
ベビー・マタニティ講座｡

●補助金額 36,000円 ●会員数 100人

№213 ちょい良いきこり隊
ちょい悪おやじの会

益富地域会議 (高橋支所)
●活動の目的
自然環境保護､ 及び防犯・防災のための明るい街づく
りを目指した活動を通じて､ 普段の生活では得られな
い達成感を得るとともに､ 地域住民との一体感を醸成
し､ 地域貢献のあり方を検証する｡
●主な活動
五ケ丘周辺山林の自然環境保護活動 (間伐)｡
防犯・防災意識高揚活動 (サバメシ講習会など)｡
近隣地域と一体となった地域活動 (野菜販売､ 椎茸栽
培など)｡
●補助金額 268,000円 ●会員数 21人

№214 番戸川 (樫尾川) 水質浄化
益富の未来をつくる会

益富地域会議 (高橋支所)
●活動の目的
子どもたちの身近な番戸川 (樫尾川) を､ 有用微生物
添加竹炭で水を浄化する活動をとおして､ 郷土を愛す
る心を育てる｡
●主な活動
竹炭を作成し､ 番戸川の水質浄化をはかる｡
環境保護学習そをする｡
活動を通じて世代間交流を行う｡
●補助金額 1,000,000円 ●会員数 25人
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№215 ｢育て！豊かな心｣ プロジェクト２
かたりーずドリーム 五ケ丘東 読み語りの会

益富地域会議 (高橋支所)
●活動の目的
益富地区全体の子ども達が本の世界を通して心豊かに
育つように益富地区小学校の読み語りの会が協力し合
える体制作り｡

●主な活動
絵本作家による子ども向け講座｡
ブックトーク｡ 交流会・学習会｡

●補助金額 333,000円 ●会員数 12人
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№216 伝統文化の継承事業
藤岡歌舞伎

藤岡地域会議 (藤岡支所)
●活動の目的
藤岡の伝統芸能である歌舞伎の普及を図り､ 後継者の
育成をし､ 後世へ伝え続けること｡
●主な活動
小原歌舞伎保存会の講師を招いての練習および後継者
を育成し毎年１回の上演｡
市内の歌舞伎団体と豊田市農村歌舞伎連絡協議会を設
立し､ 連携した活動｡

●補助金額 217,000円 ●会員数 8人

№217 西中山川環境浄化・景観整備事業
西中山自治区

藤岡地域会議 (藤岡支所)
●活動の目的
自然保護､ 環境改善への意識を高め住みよい地域社会
を実現すること｡

●主な活動
西中山川の環境浄化､ 蛍およびカワニナの放流イベン
ト｡
西中山ふれあい散策広場と大池周辺の景観整備｡

●補助金額 923,000円 ●会員数 3,186人

№218 藤岡地区の国際交流事業
藤岡国際交流協会

藤岡地域会議 (藤岡支所)
●活動の目的
住民の国際交流への意識の高揚および地域の活性化｡

●主な活動
パプア・ニューギニア国との留学生や来日同国人との
交流､ 大使や関係者の招聘､ 特産品､ 文化などの紹介
など｡

●補助金額 140,000円 ●会員数 12人
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№219 しょうがい児社会参加事業
のほほん

藤岡地域会議 (藤岡支所)
●活動の目的
地域の方たちにしょうがい児に対する理解を深めても
らい､ しょうがい児の感受性・社会性を高めること｡

●主な活動
定例会｡
夏・冬・春休み支援活動｡

●補助金額 78,000円 ●会員数 16人

№220 障がい児者活動支援
豊田ラステン

藤岡地域会議 (藤岡支所)
●活動の目的
地域福祉の推進をめざし､ 人々の様々な交流の場を企
画し､ 心のバリアフリーをめざすこと｡

●主な活動
つくし採り､ ウオーキング､ プール活動､ 球技あそび､
初詣､ 冬のスポーツ､ 障害者自立支援法勉強会｡

●補助金額 99,000円 ●会員数 25人

№221 木瀬地区の里山づくり事業
木瀬 四季の里山づくり実行委員会

藤岡地域会議 (藤岡支所)
●活動の目的
地域の一体性とともに地域住民の生きがいづくり､ 地
域の新名所づくりを目指すこと｡

●主な活動
植栽｡
散策道の踏査､ 整備｡
蛍の放流｡

●補助金額 443,000円 ●会員数 40人
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№222 笹窯陶芸体験事業
笹の会

藤岡地域会議 (藤岡支所)
●活動の目的
地域の文化財である笹窯をより地域の人に広め､ 子ど
も達の参加により次世代の育成､ 文化の芽を育てるこ
と｡

●主な活動
陶芸を通して室町時代からの穴窯 (復元) 体験｡

●補助金額 256,000円 ●会員数 15人

№223 音楽活動を通して地域間交流と青少年健全育成事業
ハンドベル チアーズ

藤岡地域会議 (藤岡支所)
●活動の目的
単にハンドベル演奏技術向上のみならず､ たてのつな
がりを通して人間的成長を図り､ 地域内外との交流を
図ること｡

●主な活動
地域内外のコンサート出演｡
チアーズ５周年コンサート主催｡

●補助金額 209,000円 ●会員数 24人

№224 深見景観整備事業
深見景観いきいき会

藤岡地域会議 (藤岡支所)
●活動の目的
地域の景観を整備することにより､ 人と人との交流を
深めながら併せて自然環境保護を図ること｡

●主な活動
猿投登山道や散策路の整備､ 維持管理｡
交流会の開催｡

●補助金額 563,000円 ●会員数 52人
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№225 四季折々自然体験モデル地区推進事業
御作なかよし会

藤岡地域会議 (藤岡支所)
●活動の目的
四季折々の自然を体験・経験できる地域づくり｡

●主な活動
犬伏川流域に生息する蛍の保護およびそれに伴う自然
環境整備と観光整備を行う蛍の回廊づくり｡

●補助金額 257,000円 ●会員数 13人

№226 藤岡北部地区活性化事業
北部まちづくり研究会

藤岡地域会議 (藤岡支所)
●活動の目的
石畳ひろばに住民の活動拠点を作り､ 住民自らが参加
し楽しめる地域づくり｡

●主な活動
朝市の開催｡
ものづくり企画｡
石畳ひろば環境整備｡

●補助金額 275,000円 ●会員数 5人

№227 地域力開発事業
創 造 会

藤岡地域会議 (藤岡支所)
●活動の目的
地域づくりへの参加意欲を引き出し､ 地域内外の交流
を目指すこと｡

●主な活動
大沢池でのイベントや紅葉のライトアップ｡
川口城址の景観整備｡

●補助金額 1,500,000円 ●会員数 47人
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№228 多胎児子育て応援事業
～双子の会～ツインズ

藤岡地域会議 (藤岡支所)
●活動の目的
多胎の大変さあるいは楽しさを単胎児親子や地域の人
に広く理解してもらって応援者を増やすこと｡

●主な活動
勉強会 (月１回)｡
人形劇団ちんどんの上映｡

●補助金額 40,000円 ●会員数 37人
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№229 ふれあい農園 (田・畑) を活用しての農業体験事業
ゆめっと中垣内

松平地域会議 (松平支所)
●活動の目的
農業体験やしめ縄作りなどの行事を通じて､ 区民のふ
れあいや子どもの健全育成を図る｡

●主な活動
①しめ縄作り｡
②ふれあい農園｡

●補助金額 345,000円 ●会員数 24人

№230 ホタルが飛び交うまちづくり
松平ホタル同好会

松平地域会議 (松平支所)
●活動の目的
・夏の夜ほたるがの淡い光を放し飛び交う光景をみな
さんに見てもらい感動してもらう｡
・環境にもより深く一人ひとりが理解してもらう｡

●主な活動
ホタルの成長管理と各地域への放流作業｡

●補助金額 179,000円 ●会員数 14人

№231 ともえ２０！文化・ふるさとつくり
巴町まちづくり委員会

松平地域会議 (松平支所)
●活動の目的
地域の特徴､ 環境､ 人材を生かし安らぎ・ふれあいの
あるまちづくり｡

●主な活動
ホタルの育成と鑑賞及び環境づくり｡

●補助金額 100,000円 ●会員数 14人
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№232 高齢者による､ おせっかい町づくり
おせっかい屋

松平地域会議 (松平支所)
●活動の目的
・安全快適な生活と子供達の健全な育成を援助する｡
・会員相互の親睦の輪を広げ中高年の心身共に健康で
豊かな生活を援助する｡
●主な活動
①防災対策への転倒防止活動事業｡
②地域で刃物研き､ 網戸張替えなどの事業｡
③高齢者と子供達とのふれあい事業｡

●補助金額 48,000円 ●会員数 15人

№233 ｢ふれあい読書運動｣ の推進
ふれあい読書を推進する会

松平地域会議 (松平支所)
●活動の目的
高齢化の進む松平地域において､ 読書を通じて輪の拡
大を推進し併せて障がい者活動にも力を注ぐ｡

●主な活動
① ｢ふれあい読書｣ の啓蒙活動｡
②読み聞かせボランティアの活動の拡充と人材育成｡
③イベントや講演会の開催｡
④会報の発行｡

●補助金額 350,000円 ●会員数 35人

№234 素材を生かした特色ある和紙づくり
松平竹和紙研究会

松平地域会議 (松平支所)
●活動の目的
・竹和紙の魅力を発揮できる実践的研究活動を通じて
地域への関心を高める｡
・和紙づくりによるまちづくり､ 住民の生活文化の向
上に役立てる｡
●主な活動
①紙すき体験を通して素材の価値観､ 魅力を感得する｡
(幼・小養学校・子ども会・老人会等)
②地域内外の講座やイベントに参画する｡
(交流館祭・展示会・フェスティバル等)
③先進地視察研修の実施｡
●補助金額 440,000円 ●会員数 16人
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№235 伝統芸能の継承及び青少年健全育成事業
松平わ太鼓 ｢でんでこ｣

松平地域会議 (松平支所)
●活動の目的
わ太鼓等を使っての伝統芸能の継承と青少年の健全育
成｡

●主な活動
①週２回のわ太鼓練習を通じて伝統芸能の継承及び｡
青少年の健全育成を図る｡
②活動を通じて物の大切を養う｡

●補助金額 800,000円 ●会員数 76人

№236 団塊世代による近隣住民とのふれあい場づくり
清流の里ふれあい

松平地域会議 (松平支所)
●活動の目的
・地域の自然を活用し､ 子供たちに土と触れ合う機会
を提供し､ 心身共に健全となることを援助する｡
・会員の輪を広げ中高年が心身共に健康で､ 地域貢献
していく｡
●主な活動
①池､ 花等の育成及びホタルを育てて地域の人の集う
場にしていく｡
②田植え､ 稲刈り等の場を地区に開放し､ 地区民がふ
れあう場とする｡
③団塊の世代が農業を開始する手助けとしたい｡
●補助金額 132,000円 ●会員数 14人

№237 こどもひろば・ぽけっと ｢秋編｣ つみきひろばがやってきた！
てあそび・あいあい

松平地域会議 (松平支所)
●活動の目的
・現在の未就園児と､ 保､ 幼稚園､ 小学校生徒が一緒
に遊び学び事業を展開する｡ 又講師を交えて会員がノ
ウハウを吸収し､ 今後の活動に役立てる｡

●主な活動
・間伐材から作られた積み木を利用し創作あそびをす
る｡

●補助金額 351,000円 ●会員数 7人
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№238 葵銭太鼓いきいき事業
葵 銭太鼓

松平地域会議 (松平支所)
●活動の目的
・銭太鼓を通して､ 仲間づくり､ 健康づくり､ 地域づ
くり目指し又社会福祉に貢献する事業活動とする｡

●主な活動
①施設訪問等を定期的に実施｡
②保育園児との交流会実施｡
③地域活動に積極的に参画｡

●補助金額 400,000円 ●会員数 15人

№239 九久平公民館周辺の花木植栽・遊歩道新設事業
九久平フラワーサポートクラブ

松平地域会議 (松平支所)
●活動の目的
・公民館周辺の傾斜地面の環境を整え有効的に利用で
きる整備の推進を図る｡
●主な活動
①傾斜地の雑木林伐採し法面の保護｡
②傾斜地法面保護のために花木の植栽をしその一部｡
に遊歩道の整備する｡
③地元民の憩いの場とする｡

●補助金額 800,000 円 ●会員数 56人

№240 松平わくわくフェスタ
松平コミュニティ会議

松平地域会議 (松平支所)
●活動の目的
・松平地区の歴史と文化を末永く継承するため地区民
一人ひとりが団結し後世に繋ぐための共働事業の展開｡
●主な活動
①運動会｡
②芸能発表｡
③展示発表｡
④食品・農産物バザー｡

●補助金額 1,000,000円 ●会員数 2,710人
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