
団　体　名 代　表　者 事　　業　　概　　要 団　体　の　活　動　目　的 申　　請　　理　　由 交付金額

1
ふみの会・岡崎な
でしこ

畔柳　剛

■事業名
地域伝統文化継承事業
■内容
地域伝統文化継承事業

　語りべを通じて“大和心”を尊びつつ生涯教育の一環と
し、地域文化の向上に努めるものとする。伝統文化活動
を通じて、伝統ある岡崎ならではの地域の風土を生み
出す事を目指す。

　地域の方を対象に、岡崎市に伝わる歴史的な文化を掘り起こし語り
べの実技指導を行うことにより、伝統文化の次世代への継承と、特に
子供たちの豊かな感性・創造力の向上に努めていきたい。

50,000

2 歌唱健康増進会 斎藤　克己

■事業名
歌唱による健康増進事業
■内容
老人ホーム等施設訪問。
歌唱による、心身共に健康にする事業。
歌謡祭等に、参加及び見学等の呼びかけ事業。

①地域での、ひとり暮らし高齢者、引きこもりの防止。
②老人ホーム等、施設を訪問し、歌唱を通じて元気に
なってもらう。

今まで施設で借用していたので、機器を購入することにより、機器の
ない施設でもこの活動の輪を広げていきたい。

50,000

3 年の差サロン 黒木　あい子

■事業名
年の差サロン
■内容
①子育て中の母子で高齢者の福祉施設(主にデイサービス）に訪問する事業。→月に
１～３回施設を訪問し、高齢者さんと一緒に手遊びや、道具を使ってふれ合い遊びを
する。また季節の歌に合わせたダンスなども披露している。定期的（同じ施設に２カ月
～６カ月に１回のペース）に訪問して顔なじみの関係を作る。
②訪問のための準備と会員の交流会→１～２カ月に一回会員が集まり、ふれ合い遊
びで使う小道具を制作したり、子どもたちとダンスの練習をしたりする。育児の悩みや
雑談を交えながら行うので子育て中の母親のリフレッシュにつながる。

交流の場をつくることで、子どもたちは高齢者から笑顔
を、高齢者は子どもたちにエネルギーをもらう。また、子
育てで孤立しがちな母親たちに積極的に地域と関わる
機会をつくることを目的とする。

・遠くの施設や小さな施設など、より多くの施設を訪問することができ
る。昨年度は５カ所、計10回訪問したが、今年度は８カ所16回を目標
にしていきたい。訪問先を増やすにあたり、広報活動も積極的に行っ
ていけると考える。
・衣装や小道具などの製作物をより充実させられるため。

50,000

4

特定非営利活動
法人
共生社会推進協
議会

塚平　一民

■事業名
生活困窮者自立支援のための就労に関する相談会等の開催
■内容
・「就労に関する相談会」…障がい者、生活困窮者、矯正施設出所者、本人およびそ
の家族の生活に関する悩み、特に就労に関する悩みを解消するために一歩を踏み出
すための支援や就労の支援
・メール相談、ＦＡＸ相談、訪問相談など
・社会的就労弱者に対する就労座談会等の開催

　この会は障がい者（児）および高齢者、難病患者、刑
務所受刑者・出所者（特に障がいのある医療刑務所受
刑者または出所者）、貧困者、外国人、社会的弱者など
に対して社会参加と就労機会の拡大を支援する活動を
多角的に推進し社会的格差の緩和および地域における
自立の推進を図り、共存共栄する社会の実現に寄与す
ることを目的とする。

・パンフレットの作成
・就労に関する相談会の開催
・社会参加のために集える場所の提供
・就労準備支援

50,000

5
ハッピーハーモニ
カフレンド岡崎

松山　俊江

■事業名
ハーモニカ演奏による音楽療法と健康増進事業
■内容
三施設は年に４回定期的に慰問する。
その他依頼があれば慰問する。
地域の祭り、イベントに参加する。

いろいろな施設で、音楽が持つ力、年配者には親しみの
あるハーモニカでの音楽療法が積極的に取り入れられ
効果を上げています。施設の慰問を目的とする。

練習のための部屋代、譜面のコピー、音楽楽譜等の費用として活動
の幅を広げてゆきたい。

50,000

6
Ｊａｖａプログラミン
グスキルを身につ
ける「ぱっその会」

梅村　悟

■事業名
ＰＣスキル、Ｊａｖａプログラムノウハウを身に付け就労活動を支援する事業
■内容
（１）若者ニートや障がい者が、就職を有利に導く様ＰＣ基本スキルとＪａｖａプログラミ
ングの習得
（２）岡崎物づくりに参加し康生町を主体に活性化を図るイベントへの参加や企画立案
（３）材木町周辺の清掃活動
（４）特別支援学校生、特殊学級生の自立から一般社会へスムーズに移行出来る様
な支援活動

ニート・ひきこもり・障がい者などの求職困難者に対し、
パソコン操作、プログラミング言語の習得を支援し、就職
へ結びつけることを目的とする。

・Ｊａｖａプログラム学習講師費用、会議室賃借料
・ニートや障がい者の参加呼びかけ広報活動費用
・ＰＣリース・レンタル費用

50,000

7
ママビクスサーク
ル

磯村　真理亜

■事業名
親子交流支援事業
■内容
①産後の母親対象のエアロビクス
　講師の先生をまねいて、産後の身体に必要な運動を行う
②産後の母親の身体についての話し(エアロビクス後１０分程度）
　参加者からの質問や悩みに合わせた話し
③親子の交流会、親子で楽しめる会
　クリスマス会・お花見会の開催

子育て中の主夫・主婦の悩みや喜び、様々な情報を共
有できる場や運動不足を解消する場を提供したり、親子
で楽しめる会を開いたりすることで、育児ストレスや孤独
感を軽減させることを目的とする。

助成金を受けることにより、参加者からの参加費で成り立っているエ
アロビクス以外にも活動の幅を広げることができる。専門知識を持っ
た講師をよぶことができ、育児中の主夫・主婦が必要とする様々な情
報収集の場や、スキルを身につける場を提供する事で、運動に興味
のない方でも参加できる機会を用意する事で、育児中の孤立を防ぐ
効果がある。

50,000
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8
（ソレイユ）フラ プ
ア・リリレファ

奥瀬　東

■事業名
ダンスを通じた高齢者施設への慰問事業
■内容
老人介護施設慰問事業
市内・市外の介護施設、病院等１２ヶ所へ毎月それぞれ一回ずつ訪問して、フラダン
ス、カラオケ、マジック、オカリナ、相撲甚句、日本舞踊、三味線等の芸能を観てもらっ
たり、一緒に歌ったり踊ったりして楽しんでもらっている。

芸能を通して訪問先の高齢者の方に喜んで頂きながら
健康になってもらい、団体のメンバーも共に元気になる
事を目的にしています。

今までは個人負担で活動していましたが、だんだん訪問する施設数
や回数が増加した為、この助成金を請ける事によって団体の活動に
必要な物を購入するなどをして活動を広げてゆきたい。

50,000

9
美人づくりメイクセ
ラピーきらり

渡辺　益代

■事業名
高齢者へのメイクボランティア事業
■内容
高齢者へのメイクボランティア事業
施設やデイサービス・病院を訪問し、高齢者にメイクを施し外見を美しく変化させること
で行動を明るく前向きにしていく。

メイクセラピー（化粧療法）を用いたメイク法により、外見
を変化させ行動を前向きにできるので、高齢者を元気に
することができる。介護の必要な方や認知症の方等に
対しメイクセラピーを行って岡崎市の高齢者医療に対し
て貢献する。

助成金により、パンフレットやポスターの作成、ホームページの充実
に役立て、広く一般の方や介護をしている方、施設や病院の方にメイ
クセラピー（化粧療法）について知って頂きたいです。そしてどんどん
メイクボランティア（私達の活動）にご依頼を頂きたいです。多くの高齢
者の方にメイクセラピーを受けて頂きその効果を介護に携わる方々に
感じて頂き、利用して頂きたいです。

50,000

10

特定非営利活動
法人
自立サポートネッ
トみいつけた

須田　万知子

■事業名
青少年自立補助事業
■内容
１．岡崎市を中心とした不登校・引きこもりに関する研修会及び相談活動
２．発達障がい（精神障がい含）の理解と他団体との連携
３．生活・学習自立、就労の為の援助活動

青少年に対して生活・学習の自立、就労を目的とした支
援事業（不登校・引きこもりの経験者中心に）

１．研修会実施の為の費用
２．生活・学習支援や、就労の為の補助費用

50,000

11 にこにこおやこ 青山　晃子

■事業名
・父親学級(マタニティ／赤ちゃん）
・母親支援（体力ＵＰ／だっこダンス）
■内容
・父親学級(マタニティ／赤ちゃん）
・母親支援（体力ＵＰ／だっこダンス）
・ふれあいひろば（むらさきかん・やはぎかん・悠紀の里）

乳児向けベビーマッサージ、幼児児童向けキッズタッ
チ、よちよち手話、絵本読み聞かせなどを通じて、子育
て中の家族のふれあいサポート、参加者の交流の場の
提供を目的とする。

・消耗品購入と印刷費で団体のＰＲを行う。
・備品購入で団体の基盤を固める。 50,000

12
岡崎で「狂言」を
楽しむ会

村上　政隆

■事業名
岡崎で「狂言」を楽しむ会　拡大・広報事業
■内容　本活動の目的は日本文化としての狂言を学び、岡崎の歴史と伝統文化の関
係を狂言を楽しみながら岡崎市民と共有する活動を行っている。
事業としては、
１)狂言の言葉・内容・設立の歴史についての勉強会。
　岡崎と日本の歴史の関係から岡崎が狂言の展開に果たした役割を発表・討論す
る。滝山寺の歴史と能狂言のパトロンとの関係、能狂言の台詞と岡崎弁の繋がりから
芸能の国内拡散での岡崎の役割を勉強。
２)狂言の読み合わせ・立ち稽古の見学。
　岡崎で行われる狂言の稽古に立ち会い、用いられる言葉・所作を見学し、岡崎に残
る言葉・所作との関連を調査する。（ござる、すり足など）
３)狂言発表会・鑑賞会の見学。
　現在能舞台で用いられている狂言の言葉・所作を実地で見学し、明治以降に大名と
いうパトロンが無くなり、関西と関東に広まった狂言の言葉と所作の近代における変
化を、これまで調べた狂言の歴史との関連で調査する。

日本の古典芸能で、徳川家康にも愛された「狂言」の岡
崎市内での普及・教育・研究に努めることを目的とする。

　昨年６月に発足したばかりの「岡崎で「狂言」を楽しむ会」は、未だ知
名度が低く、会員募集等で苦労している。
　そこで、「団体パンフレット」を作成し活動の告知等に力を注ぎたいと
考えており、本助成金を告知用パンフレットの作製等に役立てて、今
後の活動の基礎を構築したい。

50,000

13
１００万人のキャン
ドルナイトおかざ
き実行委員会

野村　宗臣

■事業名
地域コミュニティ再生プロジェクト
■内容
１００万人のキャンドルナイトおかざき
　キャンドルをお寺の境内に灯して、電気を使わない時間を過ごすことで、今後のエネ
ルギー問題について考え、日本、家族、友人、大切な人とスローな時間を過ごすこと
を目的として、地域住民との地域再生を促す。

東日本大震災復興支援イベント「灯りと和」
　キャンドルを通して繋がった気仙沼の企業家を岡崎に招き、地元の復興支援団体と
のトークライブを開催する。今被災地に必要な支援を考える。

「１００万人のキャンドルナイトおかざき」の準備、運営の
業務を円滑に進め、地域住民、参加者相互の親睦を深
めるための活動を目的とする。

　キャンドルナイトのイベント会場としている胎蔵寺は、駐車場を地域
の企業様とＪＡの駐車場、地域住民の方の空き地をお借りしていま
す。
　昨年開催時は、約400台の駐車台数を確保したものの、開場１時間
で満車になり、会場周辺の道路に渋滞が起こり、周辺住民にご迷惑
をおかけしました。本年も同等の来場が予想されます。その為、事故
防止が急務と判断したので、道路整備、当日の警備などを円滑に進
める為の備品の購入費にあてて、事故防止に役立てたいと思いま
す。

50,000
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1
岡崎オカリナ合奏
団

西本　京子

■事業名
オカリナ演奏による慰問活動。福祉健康増進事業
■内容
・高齢者施設、障がい者施設等でオカリナ合奏と音楽療法を実施し、施設利用者の
方々の脳の活性化、心の癒しとそれに伴う心理的活性化を目指す。
・社会福祉協議会と連携し、敬老会でのコンサート実施。
・岡崎文化協会の会員とし、岡崎市の文化貢献（学校授業のオカリナ指導）
・地域に合奏団の演奏を提供し、音楽演奏の楽しみを分かち合い生涯学習の人生の
生き甲斐の場となり、共に学びあい地域活性化を目指す。

・社会福祉協議会、老人福祉施設、障がい者福祉施
設、学校、岡崎市文化協会、地域交流の場などへ訪問
し、オカリナ合奏コンサートや音楽療法を導入し日々、ボ
ランティア活動をし、社会貢献をしたいと願う団体です。

　日頃よりボランティア意識向上を団員が図り、その意識を発揮でき
る場になる為に、演奏に関する付属品確保、場所確保、機器故障修
理代、機器維持、チラシ作成費、広告費等活動に応じた経費に役立
てたい。

184,000

2 岡崎絵手紙の会 岩田　多恵子

■事業名
・デイサービスやりぶらまつり等への無料絵手紙体験やボランティア活動
・今年度の特別企画として絵手紙講演会及びスケッチ会
■内容
①市内介護施設３ヶ所へ各月１回絵手紙ボランティア活動（デイサービス竜美倶楽
部、デイサービス燦、東病院）
②特養での絵手紙展示（なのはな苑）
③りぶらまつり等での絵手紙体験教室

・絵手紙についての情報交換・技法の向上とともに、理
解を深める。
・会員相互の交流と親睦を深める。
・ボランティア活動を積極的に行い、地域交流を深める。

絵手紙の楽しさを広くひろめるために、今回、講演会・スケッチ会を企
画した。

88,000

3
「あ・そ・ぼ」
親子サークル

青木　純子

■事業名
子育て支援事業
■内容
・「あ・そ・ぼ」セミナー（講座）
・サークル合同運動会（会員のみではなく一般参加あり）
・サークル合同クリスマス会（会員のみではなく一般参加あり）
・りぶらまつり（お面作り）

未就園児とその親がリズム遊びや工作、読み聞かせを
通して親子のふれあいや絆を深める。また、サークル活
動に参加する地域の子育て中のお母さんの交流の場所
づくりを目的としている。

・助成金を受ける事により普段のサークル活動をより充実させる事が
出来る。
・助成金を使い、講座やイベント活動を行い広い地域で「あ・そ・ぼ」の
活動を知ってもらう。

181,000

4 島坂かのりクラブ 加藤　貞生

■事業名
元気な高齢者による街づくり推進活動・音楽を通じた心身の健康増進事業
■内容
１． 島坂・歌声ひろば…生バンドの演奏に合わせて、参加者の声をもとに選定した
“好きな曲・歌いたい曲”を参加者全員で歌う。
２． ふれあいコンサート…プロやアマチュアのミュージシャンの生の演奏をみんなで楽
しむ。

住みよい地域づくりを目的として、各種のイベントを企
画・準備・運営をし、世代間交流や高齢者・子育て世代
といった孤立しやすい方の居場所作りをする。

「島坂・歌声ひろば」を企画し、伴奏者、アドバイザー、ソングリーダー
などへの謝礼、貸し出し用の歌集や楽譜を購入したり、「ふれあいコ
ンサート」に出演するミュージシャンへの謝礼や音響委託料に使用し
て、会の活動をより活発にして広げていきたい。

198,000

5
松應寺横丁
まちづくり協議会

春山　八廣

■事業名
まちの課題と資源を結びつける地域活性化事業
■内容
①松本町老人会、ひな地域包括支援センターと連携した高齢者の暮らし支援および、
持病やかかりつけ医等の情報を記載した「救急医療情報キット」実施計画の検討
②持続的な財源確保（オリジナル・ガチャガチャほか）と安全・安心のまちづくりのため
の仕組み検討
③まちの魅力や取組みを紹介する広報媒体（ＷＥＢ製作、パンフ増刷）の作成
④世代間交流のための縁日「にぎわい市」、昭和遊びの祭典「マツリンピック」の開催

　歴史的なまちなみ、花街の風情が残る空き家を活か
し、このまちに暮らす人、このまちが好きな人ができるこ
とを持ち寄って、このまちを元気にする持続可能なまち
づくりの推進を目的とする。

　これまで本助成金を活用し、高齢者のニーズ把握と、地域活性化拠
点「松本なかみせ亭」の経済的自立を目指し、調査活動・イベント実
施を行ってきた。今年度は、これまでの成果と課題を受け、高齢者の
暮らし支援、空き家活用とまちなみ保全、安心・安全のまちづくりのた
めの仕組みの検討、広報媒体の作成を通じて、より自立的な活動環
境を整備するために本助成金を申請する。
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