
平成２７年度　花巻市市民団体等活動支援事業一覧

■ 市民団体等活動事業（補助率２／３以内、上限３００千円）

1
子育て支援講座「親子でワンデースクール～体験
をとおして学ぶ」

いしどりやワンデースクール実行委員
会
（会長　板垣あや子）

101,000

年間を通して、親子で様々な体験をしながら学び、交流する。（食育、音楽など全7回のセ
ミナーを開催）
地域の方々にも参加していただき、子育てを地域で応援する、子育てにやさしい地域づく
りを目指す。

こども課

2 「雨ニモマケズ」朗読全国大会
「雨ニモマケズ」朗読全国大会実行委員
会
（会長　林　正文）

156,000
2/6（土）花巻市文化会館にて朗読大会を開催。
朗読、暗唱、群読等で「雨ニモマケズ」全文でなくてもよく、BGMなどをつけてもいい。個
人団体を問わない。審査員の審査を行い大賞等の賞を決める。

賢治まちづくり
課

3 イーハトーヴハロウィンフェスタ２０１５
公益社団法人　花巻青年会議所
（理事長　木村直樹）

300,000
10/17（土）鳥谷ヶ崎公園を中心に開催。
仮装パレード、仮装コンテスト、グルメ横丁、体験・遊戯エリア、ステージ演奏、マーブル
マーケットなどを実施。

地域づくり課

4 三陸復興支援講演会
岩手県公立学校退職校長会花巻地区
会
（会長　高橋　寛）

281,000
2/7（日）ホテルグランシェール花巻にて開催。
三陸鉄道㈱代表取締役社長　望月正彦さんによる講演「こうして汽笛は鳴った～三陸鉄
道復興物語（仮題）」を実施。

小中学校課

5 スポーツチャレンジ開催事業
エンジョイスポーツクラブはなまき
（代表　高橋　健）

88,000
11/3（月・文化の日）花巻市総合体育館にて開催。
小学生以下の子どもを対象にニュースポーツ等の体験を通して、体力向上とスポーツ人
口の増加を目指す。（花巻市及び花巻市体育協会の後援）

スポーツ振興
課

6 地域づくり講演会
亀林会
（会長　若柳良明）

240,000
2/11（木・建国記念の日）大迫交流活性化センターにて開催。
百姓一揆の結集の仕方などを学び、地域づくり・地域振興について考える機会とする。

大迫総合支所
地域振興課

7
東日本大震災被災者支援コンサート　慶應義塾大
学生が合唱で歌う《地球へのバラード》・宮沢賢治
の歌　花巻公演

ＮＰＯ法人花巻寺町文化村協議会
（理事長　林　正文）

300,000
2/7（日）なはんプラザCOMZホールにて開催。
慶應義塾大学コレギウム・ムジクムアカデミー・ヴォーカル・アンサンブルによる演奏会を
実施。

防災危機管理
課

合　　　計 1,466,000

所管課事　　業　　内　　容No. 事　　業　　名
団　体　名

（代表者名）
交付決定額



平成２６年度　花巻市市民団体等活動支援事業一覧

■ 市民団体等活動事業（補助率２／３以内、上限３００千円）

1 第３回「ときめき杯争奪尐年尐女民謡大会in花巻」
岩手ときめき会
（代表　川村　はつ子）

258,000
1/11（日）石鳥谷生涯学習会館において、尐年尐女民謡大会を開催後継者の育成によ
り、民謡の伝承・保存・育成・普及の効果を期待

石鳥谷総合支
所

2 婚活力アップセミナー
特定非営利活動法人おせっ会
（理事長　松坂　末広）

220,000

婚活力アップセミナー全７回の開催(８月から１１月)
シンポジウムの開催(１０月２２日)
ファッションやコミュニケーション能力の向上、支援者には結婚を促すノウハウなどの習
得

地域づくり課

3 大人の学校「歴男歴女イーハトーブサミットin大迫」
コミュニティ広場すまいる
(代表　菊池　洋子)

71,000
大迫地域の歴史や神楽についての講話
大迫地域の民俗文化の現地研修

大迫総合支所

4 スポーツチャレンジ開催事業 エンジョイスポーツクラブはなまき 80,000
11/3(月・文化の日)　花巻市総合体育館にてスポーツチャレンジを開催
小学生以下の子どもを対象にニュースポーツ等の体験を通して、体力向上とスポーツ人
口の増加を目指す（花巻市及び花巻市体育協会の後援）

スポーツ振興
課

5 みんなの座談会「復興からその先へ」 いわてゆいっこ花巻 216,000
11/30ホテルグランシェール花巻で座談会を開催
「震災の時直感したことは」「復興とは何か」「どんな具体的なビジョンをお持ちか」「復興
からその先へ」の４テーマで開催

防災危機管理
課

6 「雨ニモマケズ」朗読全国大会
「雨ニモマケズ」朗読全国大会実行委員
会
(会長　林　正文)

133,000
2/7花巻市交流会館にて「雨ニモマケズ」朗読大会を開催
朗読、暗唱、群読等で「雨ニモマケズ」全文でなくてもよく、BGMなどをつけてもいい。個
人団体を問わない。審査員の審査を行い大賞等の賞を決める。

賢治まちづくり
課

7 朗読とコンサート～親子で楽しく癒しのひととき～
いしどりやワンデースクール実行委員
会
(板垣　あや子)

282,000

2/15石鳥谷国際交流センターにて朗読とコンサートを開催
朗読は大塚富夫による賢治作品など、音楽演奏は星めぐりの歌などを予定。また、大塚
講師とともに交流会を開催し、朗読のポイントなどの指導を受ける。石鳥谷図書館の協
力により本のリサイクル店も開催する。

石鳥谷図書館

8 花巻歴史アカデミー～その時花巻が動いた～
公益社団法人花巻青年会議所
(理事長　木村　直樹)

66,000
3/15鳥谷崎神社にて歴史講座を開催
第１回は「花巻城と城下町の形成」をテーマに、文化財課職員が講師となる。
通算３回であるが残りの２回は新年度申請予定。

文化財課
花巻市博物館

1,326,000

No. 事　　業　　名
団　体　名

（代表者名）
交付決定額 事　　業　　内　　容 所管課

合　　　計



平成２５年度　花巻市市民団体等活動支援事業一覧

■ 市民団体等活動事業（補助率２／３以内、上限３００千円）

1
地域防災力向上シンポジウム及び同フォローアッ
プ事業

公益社団法人花巻青年会議所
（理事長　高橋　要）

250,000
5/19(日)　花巻市交流会館にて防災力向上シンポジウム開催　自主防災組織等に呼び
かけ
9/21(土)　市内避難所（未定）にて避難所運営の実地訓練　自主防災組織等に呼びかけ

防災危機管理
課

2 野外音楽祭　ＴＩＫＩ　ＴＩＫＩ　ＲＯＣＫ　ＳＨＯＷ
ＳＨＯＷＬＯＷ‘Ｓ
（代表　平賀　尚美）

115,000 5/25(土)　お祭り広場（上町）を会場に野外ライブを開催　交流　地域活性化を図る 観光課

3 男女共同参画パネル展
女性センターを実現する会
（代表　穂高　マツヨ）

43,000
まなび学園祭、富士大学学園祭や大迫交流活性化センター他、計６か所で男女共同参
画の啓発に関するパネル展を開催

市民協働参画
課

4 スポーツチャレンジ開催事業
エンジョイスポーツクラブはなまき
（代表　髙橋　健）

50,000
10/26(土)　花巻市民体育館にてスポーツチャレンジを開催
小学生以下の子どもを対象にニュースポーツ等の体験を通して、体力向上とスポーツ人
口の増加を目指す（花巻市及び花巻市体育協会の共催）

スポーツ振興
課

5 婚活婚シンポジウム（結婚活動成功事例講演会）
特定非営利活動法人おせっ会
（理事長　松坂　末広）

300,000
9/22（日）　花巻温泉コンベンションホールにて、結婚活動成功事例講演会を開催
婚活する本人及びその家族、婚活支援をする個人・団体を対象とし、結婚活動に対する
不安と疑問の解消を図り、理解を深める

地域づくり課

6
親子ふれあい事業　あそびの講習会「おにいさん
といっしょ！！」

特定非営利活動法人わこの家
(理事長　瀬川　和子) 118,000

11/16(土) 花巻市総合福祉センターホールにて、親子ふれあい運動遊び講習会を開催
親子で触れ合うことの楽しさ大切さを再認識し、各家庭においてもより良い親子関係を築
くことに期待するとともに、地域の子育て活動の推進につながることを期待

こども課

7 クリスマスチャリティーコンサート
いしどりやワンデースクール実行委員
会
（板垣　あや子）

300,000

12/21（土）石鳥谷生涯学習会館にて、小さな子ども連れでも参加できるコンサートと、交
流会を開催
音楽を通して親子の絆を深め、子育て世代の仲間づくり及び地域住民との交流をねらう

教育委員会
就学養育課

8 第２回「ときめき杯争奪尐年尐女民謡大会in花巻」
岩手ときめき会
（代表　川村　はつ子）

242,000
1/12（日）石鳥谷総合支所旧議会ホールにおいて、尐年尐女民謡大会を開催
後継者の育成により、民謡の伝承・保存・育成・普及の効果を期待

石鳥谷総合支
所

9 花巻城本丸跡景観整備事業
花巻史談会
（会長　鎌田　雅夫）

300,000
花巻城址に繁茂する雑木を伐採したあとに、江戸彼岸桜15本を植樹
また、花巻城を広く紹介するために「花巻城図録」を制作

都市整備課

10 大瀬川たろし滝測定記録集制作（仮称）
大瀬川たろし滝測定保存会
（会長　板垣　寛）

300,000
滝葛丸川の水文化や作柄予測など古くから行われてきたたろし滝の伝統を次世代に継
承するため、昭和50年から続く測定の記録を記録集にまとめる
また、たろし滝讃歌を制作

石鳥谷総合支
所

2,018,000

事　　業　　内　　容 所管課No. 事　　業　　名
団　体　名

（代表者名）
交付決定額

合　　　計



平成２４年度　花巻市市民団体等活動支援事業一覧

■ 市民団体等活動事業（補助率２／３以内、上限３００千円）

1 第２回東和エンジョイデュアスロン
花巻市トライアスロン協会
（会長　小瀬川 正）

150,000 7/29(日)にデュアスロン(走る→自転車→走る)を開催

2 東和夏まつり
東和夏まつり実行委員会
（実行委員長　佐々木　博）

199,000
内陸部と沿岸部の横軸連携により内陸部の飲食店が三陸産海産物を使用し、コラボメ
ニューを振る舞うなど、新名物を並べたグルメイベントを開催

3 第１回「ときめき杯争奪尐年尐女民謡大会in花巻」
岩手ときめき会
（代表　川村はつ子）

196,000 尐年尐女への民謡の伝承・保存・育成・普及のための民謡大会を開催

545,000

No. 事　　業　　名
団　体　名

（代表者名）
交付決定額 事　　業　　内　　容

合　　　計



平成２３年度　花巻市市民団体等活動支援事業一覧

■ 市民団体等活動事業（補助率２／３以内、上限３００千円）

1 東和チャレンジデュアスロン
花巻鉄人会
（会長　小瀬川 正）

50,000 8/28(日)にデュアスロン(走る→自転車→走る)を開催

2 しゃべり場“ほっと”
女性センターを実現する会
（代表　穂高 マツヨ）

43,000

①7月～2月まで毎月2回(第1水曜日、第3土曜日)計15回(1月のみ1回)
　しゃべり場“ほっと”を開催
②9/28(水)、10/26(水)にママ・プレママ・子育て支援者のしゃべり場“ほっと”を開催
③8/31(水)、9/14(水)、11/30(水)、12/14(水)にしゃべって歌って“ほっと”してを開催

3 結婚活動支援事業
特定非営利活動法人おせっ会
（理事長　松坂 末広）

140,000 東和地域を中心として、8月～10月に花巻・大迫・石鳥谷地域で説明会を開催

4 青尐年健全育成事業
花巻商工会議所青年部大迫支部
（支部長　佐々木 規之）

300,000 小学生を対象に心と身体の育成を目的として、9/17(土)にレスリング体験教室を開催

5
森の中の中規模ホール併設図書館を研究、提案
する
事業

知と芸術の「森」研究会
（会長　佐藤 寧）

220,000
①研修会(10～3月、5回)の開催
②市民公開討論会(9・11・2月、3回)の開催
③先進地視察(オープン公募)(11月、1回)の実施

753,000

事　　業　　内　　容No. 事　　業　　名
団　体　名

（代表者名）
交付決定額

合　　　計



平成２２年度　花巻市市民団体等活動支援事業一覧

■ 市民団体等活動事業（補助率２／３以内、上限３００千円）

1
賢治葛丸祭１５周年記念・「宮沢賢治さんへの手
紙」
文集作成事業

石鳥谷賢治の会
(会長　高橋　和宏)

161,000
・文集「宮沢賢治さんへの手紙」発行
　A5版　96ページ　一部カラー　15年分の葛丸祭での手紙を集約
　200部　市内小・中学校、高校、市立図書館へ配布

2 第２回「花巻やきものまつり」事業
花巻陶芸作家協会
(会長　佐藤　富男)

188,000
・やきものまつり看板・幟旗・袢纏の作成
・電動ろくろ等によるやきもの体験の実施

3 しゃべり場"ほっと"事業
女性センターを実現する会
(代表　穂高　マツヨ)

47,000 ・7月～2月まで月２回計16回のしゃべり場の開催

4
森の中の中規模ホール併設図書館を研究、提案
する
事業

知と芸術の「森」研究会
(会長　佐藤　寧)

300,000
・研修会(９回)及びシンポジウムを開催
・関係団体との意見交換(３団体)及び団体、大学等との共同研究
・先進地視察(オープン公募)１回

5 フラワーロールちゃん物語絵本化プロジェクト事業
社団法人花巻青年会議所
（理事長　小澤　憲男）

300,000
・公募した物語のグランプリ及び準グランプリ作品を絵本化
　A4版　６６ページ　カラー印刷　105部
　市内保育所、幼稚園、小・中学校、図書館へ配布

6 食育と農業生産の振興事業
賢治の寺子屋
(会長　瀬川　守)

300,000

・地場産の青空市場及び他産物との交流市場を開催
・食育の講演会及び食育体験を実施
・地場産食材の料理コンテストを実施
・地元農業生産圃場による生産過程の学習会の実施

7 屋外での紙しばいの上演活動事業
民話紙しばいグループまんだげら
(代表　門馬　優子)

66,000 ・まちかど美術館の開催期間を活用し、屋外での紙芝居の上演（２回開催）

8 協働のまちづくりセミナー事業
特定非営利活動法人
花巻市民活動支援センター
(理事長　中臺照幸)

64,000
・協働のまちづくりセミナーを開催
　基調講演
　パネルディスカッション

1,426,000

■ 市民団体等協働事業（補助率３／４以内、上限３００千円）

1 北上川フィールドライフクラブの活動事業
北上川フィールドライフクラブ
（会長　白畑誠一）

300,000
・水辺プラザ整備に係る船着場からの試験運行及びその意見集約
・リーフレット作成
・水辺プラザ説明板設置及び周辺整備

300,000

1,726,000

交付決定額 事　　業　　内　　容

No. 事　　業　　名
団　体　名

（代表者名）
交付決定額 事　　業　　内　　容

計　②

合　　　計　（①＋②）

計　①

No. 事　　業　　名
団　体　名

（代表者名）


