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妙高市教育委員会生涯学習課 市民活動支援係
電 話 ０２５５－７４－００３４

市民活動支援センターは、自発的・自立的に広がりが見える「まちづくり」に参加する市民や団体等
の活動のコーディネートを行い、市民の活動の促進を図ることを目的とします。
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地域の元気づくり活動助成事業を開始して、今年で５年
目を迎えました。応募団体数は、過去最高の２６団体にな
りました。申請条件には書類の提出と、当日の発表が義務
づけられています。
どの団体も、活動のねらいや計画を分かりやすく図や
絵・写真など、模造紙上にレイアウトし、熱く訴えました。
地元に伝わる文化財を実演した団体もありました。
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和田地区子ども会育成会
事業名・ガンバレ!和田の子どもたち。
みんなで目指せ プロフェッショナル

ＮＰＯ法人 妙高かいけつ市民団
事業名・楽農楽市
（夏野菜を地元農家とともに販売）
交付額 １２０，０００円
旧来行っていた二俣地区の地元農家の直売を当
会が支援し、農、商、工、観の交流と事業を行い、
妙高高原らしさとして、地場産枝豆の「湯あがり美
人」など、特産品を開発する。

交付額 ５６，０００円
プロの演技や技を子ども達の目の前で見せることにより、
子ども達のチャレンジ意欲を高めていく。将来和田地区から
日本を代表するアスリートやアーティストが生まれるような
きっかけをつくる。

森蘭齋顕彰会
事業名・森蘭齋画集発刊と森蘭齋顕彰大事業
交付額 １３５，０００円
妙高市生まれで日本画の大家、森蘭齋の作品
100 点、講演記録など掲載した画集を発刊。森蘭
齋の素晴しさを地域・全国に発信し、市民に妙高市
美術館設立への気運を高める。

妙高里山保全クラブ
事業名・高床山森林公園周辺の再生
交付額 １３５，０００円
森林公園周辺の再生を通して、妙高市の基本
理念である「生命地域の創造」の実現。豊かな
自然を守り、雪国に根付く思いやりの心を大切
に、人々がいきいき生活できるまちづくりに貢
献。

ＮＰＯ法人 ゆめきゃんぱす
妙高コラボレーション
事業名・ふるさと妙高元気に彩る展
交付額 １２０，０００円
ふるさと妙高において、たくさんの団体との
コラボレーションによるパフォーマンスを開
催。時流に乗った妙高の米の食も提供し、健康
的な秋の妙高をアピールする。

事業名・夢、人、伝統をつなぐ
交付額 １５０，０００円
小・中高生を対象とした職業体験による未
来への「夢」
。ママ同士が悩みや喜びを共有
する仲間「人」
。シニア世代から若い世代に
妙高の食や家庭の味などの「伝統」をつなぐ
事業。

ＮＰＯ法人 いきいき長沢
事業名・地域のブランド品の創造と販売で長沢を元気にする

杉野沢民俗芸能保存会

交付額 １５０，０００円

事業名・杉野沢民俗芸能保存会 15 周年記念

急速に高齢化が進む長沢地域の埋もれている物産を地域住民が
「地域ブランド」と認識し創り出すとともに、インターネットを利
用して販売する体制づくりとシステムづくりを図る。地域内の高齢
者等の生き甲斐づくりを行い、地域内で現金収入を得ることで「い
つまでも元気な長沢地域」を創る。

交付額 １３５，０００円

ＮＰＯ法人 日本雪崩ネットワーク妙高支部

消え去ろうとしていた芸能が地元住民によって
再現され、地域活動に活かされている。子どもも高
齢者も共に伝統芸能を通して地域づくりを行って
15 年。その活動と成果を記録に残し、更なる伝統
継承への活動源として、みんなで地域愛の醸成を図
る。

事業名・妙高雪崩安全啓発・教育活動

「唱歌ふるさと」遊歩会

交付額 ６４，０００円

事業名・遊歩（ﾄﾚｯｷﾝｸﾞ/ｳｵｰｷﾝｸﾞ）の
普及及び宿泊を伴う誘、集客

世界に誇れる妙高市の財産である「雪」のレクリエーシ
ョン活用の安全と発展を図ることにより、地域の活性化と
安全・安心に寄与する。

ふるさとのジャズ交流祭実行委員会
事業名・ふるさとのジャズ交流祭 in 斑尾
交付額 ４５０，０００円
「斑尾ジャズ」の歴史を土台として、地元に
育ったジャズの音楽遺産を次代に継承し、全国
のｼﾞｬｽﾞﾌｧﾝに交流の場を提供することにより、
地元経済の活性化に貢献する。

交付額 ６００，０００円
20 数ｺｰｽ総延長 50ｋｍを超える国内有数のﾄﾚｯｷﾝ
ｸﾞﾄﾚｲﾙを整備。全国「遊歩 100 選」にも選ばれ、大
きな注目を集めているこのﾄﾚｲﾙを最大限活用し、里山
の大切さ、地球環境、ｴｺを意識した質の高い特徴的な
ｳｵｰｷﾝｸﾞ,ﾄﾚｯｷﾝｸﾞの普及を図ると共に、宿泊を伴う積極
的な誘、集客活動を展開。斑尾高原の経済効果を高め
ることと併せ、
「遊歩」の定義を策定し、その普及を
図る。

妙高フォト・コミッション

姫川原育成会

事業名・妙高をめぐる「写真コミュニケーション」の充実

事業名・元気、元気、元気で楽しい姫川原!!

交付額 ５００，０００円

交付額 ５００，０００円

市民の「写真コミュニケーション」手段の※リテラシーを向上
させ、妙高の魅力を全国へ発信。妙高で写真を通じた全国規模の
コミュニケーションの場を実現する。

小中高生を巻き込みながら地域活動、地域特産
物を掘り起こし、提案実行することで魅力ある地
域を創る。やがて子ども達と住民が一体となり、
元気あふれる地域を継続する。

※ﾘﾃﾗｼｰ…与えられた素材、手段から必要な情報を引き出し活用する能力。

原通自治会（総務部会）
なんぶルネサンス

事業名・メイド イン 原通

事業名・小濁地区「つくりびと住まう村」構想

交付額 ６００，０００円

交付額 ６００，０００円

妙高市のシンボルである妙高山
の裾野に位置する「原通」の地理文
化、歴史等を探索することにより、
ふるさとを再発見し、
新たな地域づ
くりに取り組む。

手話サークル あじさい
事業名・手話サークル活動
交付額 １６０，０００円

妙高市ならではの文化の一つ、中山間地の農村の
暮らしや食、天然の素材群、自然空間を最大限に活
かした“創造力育成の環境”を作り出し、つくりび
と（創造する人とその精神）を育み、住まう（継続
的に住み合う）ことにより、地域の活性化の原動力
とする。

子どもがいるなどで夜の手
話サークルや講座に参加しに
くい人たちが集まって、手話学
習を通じ聴覚障がいについて
理解し、聞こえない人たちとと
もに社会参加をめざす。

絵本読みクローバーサークル
ベイビーズブレス

事業名
絵本の読み聞かせを軸とした読書・子育
て・ふれあい交流支援

事業名・親子コラボ講座
交付額 ５０，０００円

交付額 ４７，０００円

子育てママの自主的な運
営により、手に職を持つマ
マ達によるママ達のための
講座を企画、開設。

子どもの活字離れを解消、表現力想像
力・コミュニケーション力を養い世代・
地域・家族間におけるふれあい交流の活
性化を図る。

妙高市レクリエーション協会
事業名・生きる喜びをあなたに！
「楽しさ出前事業」
交付額 ４５，０００円
レクリエーションの活動の楽しさや
喜びを各地に定着させ、地域のコミュ
ニケーションの深化を図る。

鳥坂小唄保存会

えがおクラブ

妙高酒ＲＵＮの会

事業名・地域世代交流ふれあい広場事業

事業名・花植え学習会

交付額 ４５，０００円

交付額 ４５，０００円

地域活動をしている団体と交流し、子ども
達とふれあいの場を作り、郷土を愛する心を
育む。この交流を深め、将来郷土を自慢でき
る子どもになってほしい。

事業名
妙高酒ＲＵＮの会 15 周年記念
妙高地区一周ふれあいリレーマラソン

子どもたちに、えがお
とやすらぎを与え、花（自
然）を愛するやさしい心
を育む。

妙高の自然を楽しむ会

交付額 ４５，０００円
子どもを含めた地域住民に参加を
呼び掛け、ふるさとの再発見、自然のすば
らしさ、地域の人の心の温かさを感じなが
らリレーマラソンを行う。

事業名・原通地域の生き物調査及び
自然体験イベント

南葉愛三会

交付額 ４５，０００円

事業名・猪野山黄金清水を蘇らせる

妙高の豊かな自然の中で子どもや親子
を対象とした自然観察・生き物の採集など
のイベントを行い、身近な自然を感じても
らいイベントを通して交流を図る。

交付額 ４７，０００円
近年迄、旧新井市の観光名所になっていた黄
金清水を整備。再び観光名所として復活させ、
キラキラ光る金雲母を地域の人たちに知っても
らうことを目的とする。

地域や各種団体が取り組んでいるまちづくり活動などで
もう一歩活動を広げたい！
新しく活動を始めたい！
そんな皆さんを資金面などで支援する制度です。
・以下のいずれかに該当する事業です。

・以下のいずれかに該当し、構成員が 5 名以上で
ある団体です。

・市民や地域が抱える課題を解決する事業
・地域コミュニティの活性化を図る事業
・地域の特色を活かし、その魅力を高める事業
・上記の事業を実施するための計画づくり事業
など

・市内が活動拠点の市民活動団体
・市内が活動拠点の NPO 法人
・大字、町内会等の地域自治組織
ぜひ！ と思った方は…

妙高市市民活動支援センター

７３－７８０８
まで、ご連絡ください。

今年度より妙高市市民活動支援センターの業務委託を受けている
「NPO 法人コドモ・ワカモノまち ing」です。
私たちは、５感をつかって、感動・感性・感謝の心を育む「感育」をコンセプトに
次世代育成×地域活性化をおこなっています。
子ども・若者と市民活動団体がつながり、共に感じ、共に動き、新たな価値を創造して、
この妙高から「本来の豊かさ」を発信したいと考えております。
課題解決型から、夢実現型の協働まちづくりへ、スタッフ一同熱意をもってがんばりま
す。

