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市民活動支援補助金交付状況 資料№５

担当課 № 事業名 団体名 事業の目的 事業の内容 交付期間 H25 H26 H27 H28

福祉総務課 H25-01
生活困窮者のための
フードバンク事業

ＮＰＯ　ＰＯＰＯＬＯ

　企業は食品ロスの問題を抱え、その一方で食べることに事欠く
人達がおり、長引く不況の中で生活困窮者の増大は、これまで
の生活保護制度と限りある財源の中では解決しきれなくなって
いる。特に静岡県の生活保護費は静岡県統計センターによると
平成２２年で４０３億円、さらにこの５年間で約１１０億円も増加し
ている。フードバンク事業は、食品ロスという地域資源を活かし、
行政・市民・企業など多くの協働の力で貧困問題の解決に向け
ての新たな「食」のセーフティネットを作り、生活保護費を抑制す
ることが目的である。

　包装のキズや印字ミスといった理由で、賞味期限内でまだ安全
に食べられるにも関わらず、廃棄せざるを得なくなった食料品を
食品企業や協力団体等より無償で受け取り、POPOLOの倉庫に
て一定期間保管し、富士市役所や、富士市内の支援団体より生
活困窮者の情報を頂き、無償にてその食料品を提供する。

H25~ 500 450 400

福祉総務課 H26-01
高齢者施設への長期
体験訪問絵画指導事
業

特定非営利活動法人
静岡福祉アート

　高齢者施設を利用する高齢者でまだ絵画活動を体験したこと
のない方を中心に、絵の指導をうけさせることから展示会に至る
まで、無料体験させて高齢者や施設の方の絵画指導に対する
理解・認識をもたせ、受益者を増やすことを目的とする。それに
より高齢の方々の生きがいの支援、認知症防止を図る。又、展
示会を通して富士市における文化の振興、高齢者福祉の増進を
目的とする。

　高齢者施設に訪問し、定期的な水彩画（アクリル絵の具）の絵
画指導を行い、展示会を開催する。

H26~ - 60 0 0

障害福祉課 H25-02
障がい児体験・支援
プログラム事業

ＮＰＯ法人富士ぶどう
の会

　障がいのある子どもたちが、学校や園以外の場でいろいろな
活動体験を行うことにより、多くの方たちと触れ合い、体験を通じ
て自分でできることの喜びを味わうことで、将来の自立・就労を
支援することが本事業の目的である。

　障がいのある子どもたちが、お料理や工作、野菜作り体験をす
ることで、リハビリや、将来の自立支援につながる。また活動を通
して子どもたちが多くの方たちと関わることで、コミュニケーション
の勉強にもなり、地域社会とつながることができる。さらに、自立
支援としての就労につなげるため、農作業体験をすることによっ
て、保護者や本人の将来の就労目標を見据える手助けとなるよ
うにする。

H23~ 150 150 150

障害福祉課 H25-03
”ほっと”サロン「こす
もす」の運営

ＮＰＯ法人こすもす

　精神に障がい等を持たれた人たち（以下当事者という）の地域
における生活支援の一環として、当事者がくつろいで自由なお
しゃべりができてゆっくりできる場所を提供することを目的とす
る。

　富士市フィランセにおいて原則第4日曜日10時～14時サロンを
運営する。野外活動として年1回施設等の研修・見学を実施す
る。また、年に1回クリスマス会、2回基準に料理教室を実施す
る。

H24~ 100 100 100

子育て支援課 H25-04
ふじ山子どもおもちゃ
病院

ふじ山子どもおもちゃ
病院

　おもちゃの修理等をとおして、子供たちや保護者等に「人、物を
大切にする心、工夫する喜びを伝えたい。」と願い『ふじ山子ども
おもちゃ病院』におけるボランティア活動をひろげ社会に貢献す
ることを目的とします。

①おもちゃ病院開設
②定期おもちゃ修理
③手作りおもちゃの遊び方・作り方・おもちゃ修理教室
④不要おもちゃの回収・不要おもちゃの寄付
⑤お祭り等のイベントへの参加

H17~ 60 60 60

保健医H26-02
大地塾グロバリー食
農体験事業

特定非営利活動法人
大地塾グロバリー

　遊休農地を活用し、理事・スタッフをはじめ幼保育園児、小中
学生、高校生、大学生から高齢者までがボランティアとして共に
なるべく農薬に依存しない食農体験を行い、収穫物を小中学校
及び福祉施設の給食へ無償提供する。食文化・地産地消・環
境・ボランティアなどの視点も取り入れながら、食や農への理解
を深め、食農体験を通じた食育を実践する。

　遊休農地を借り受け、天候に左右されがちな農作業を理事・ス
タッフをはじめこどもから高齢者までの世代がボランティアとして
参加し、なるべく農薬に依存しないで土作りから種まき、苗の作
付け、草とり、収穫といった一連を体験する。中学生・高校生は収
穫物の販売体験も行う。さらに、収穫物を学校や福祉施設の給
食に無償提供する。

H23~H
24,H26
~

- 100 100 100

環境総務課 H25-05
飼い主の特定されな
い猫のＴＮＲ事業

特定非営利活動法人
捨て猫をなくす会

　保健所に引き取りに出され、殺処分される猫を富士保健所管
内ゼロを目指す。

①環境総務課によせられた問題地域の選定
②自治会を通じ、事業（TNR）の実施を予告
③実施方法や手術した猫は元いた場所に戻ってくることを説明
し、今後、地区の猫を減らしていくには、どうするか住民同士の理
解と協力を求める。

H19~ 150 100 150
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環境総務課 H25-06
わくわく自然体験：富
士山の恩恵を自然に
学ぶ

ＮＰＯ法人富士川っ
子の会

　古代より多くの人々から霊峰富士と崇められてきた富士山。私
たちが故郷を語る時、そこに富士山が存在します。富士山周辺
のフィールドを活用し、大自然の驚異と豊かな恵みを正しく知り、
また体感することで、自ら環境保全や生物の命の営みの大切さ
を学んでもらう事を目的としている。更に、参加者の年齢幅は次
世代交流を行うきっかけとなり、人として思いやる心や協調性を
育むこととなる。

・10年間、継続して調査してきた北松野地区を流れる「有無瀬川」
の水生生物調査を行い、地域の自然環境保全について学び、実
践活動に結び付けていく。調査結果は環境省の全国水生生物調
査に報告する。
・富士山周辺の宿泊施設を利用し、一泊二日の宿泊体験を行う。
親元を離れ、集団生活の中では、規律や約束を守ることや協調
性等が大切であることを気付かせる。また、頑張る達成感と充実
感を体験し、今後の活動が大きく成長するきっかけとする。

H22~ 100 100 100

廃棄物対策課 H25-07
ごみの排出抑制に関
する普及・啓発及び
その実践事業

特定非営利活動法人
富士市のごみを考え
る会

　持続可能な資源循環型社会形成を目指して、富士市民にごみ
の減量の重要性・正しい分別による資源化の大切さを訴え、１人
１人が実践する意欲を持ってもらうことを目的とする。

　事業の目的を達成するために、①ポピュラー音楽会とごみ減量
普及啓発講座をドッキングした「もったいない音楽会」と称する市
民の集いの開催　②イベントでの使い捨て容器ごみ撲滅を目指
してリユース食器普及啓発活動　③生ごみの資源化講座　④小
学生への3R推進のための環境講座等を行う。

H16~ 50 50 50

廃棄物H26-03
≪未来の夢を運ぶ
パッカー車デザインコ
ンクール≫

こども環境クラブ

　環境についての啓発運動と、絵を通じての芸術的完成を育て
ることを主旨とし、ゴミ収集のＰＲと共に、廃棄物の減量化、リサ
イクル運動の推進に多くの皆様に理解していただくことを目的と
します。

　富士市内を走る市の清掃車に対して、各小学校の子供達より
デザインを募集し、児童・ＰＴＡ・地域住民の皆様と一緒になって、
パネルに絵を描き、富士市環境クリーンセンターの協力のもと、
清掃車にパネルを掲示して頂き、児童たちと環境に対しての大切
さを考える事を学び、さらにこの夢をのせた清掃車が町中を走る
ことにより、市民の皆様がゴミの分別・回収問題に対する意識の
高揚や、リサイクル運動の推進等について、理解を深めて行く事
を目的として開催しました。

H16~H
24,H26
~

- 100 100 100

観光課 H25-08
フジパク～富士山博
覧会

一般社団法人フジパ
ク

　富士山周辺地域の様々な地域資源を探し出し、バラエティー豊
かな体験交流型プログラムとしてまとめあげ、短期間に同時多
発的に開催することで、地域の魅力の発掘と発信、地域人材の
育成、産業の創出、多彩な観光サービスの創出等を図るのが目
的です。

　地域資源（歴史、自然、文化など）を調査し、それを生かした10
～30人程度が参加できる、小規模体験交流型プログラムを考案
し、「フジパク～富士山博覧会」としてまとめ、カタログ、パンフレッ
ト及びウェブサイトを作成して参加者を募集・実施・運営します。

H23~ 200 200 200

観光課H26-04
ふじのくにアートクラ
フトフェア

ふじのくにアートクラ
フトフェア実行委員会

　富士市・富士宮市を拠点に活動しているアート・クラフト作家や
フード事業者などが出展するイベントを開催することにより、環富
士山エリアで活動する作家同士の交流およびショップ等のバイ
ヤーとのマッチングなど今後の活動、活躍を広げる機会をつくる
とともに、都市活力ＵＰ・富士山のふもとのにぎわい創出・コミュ
ニティ活動推進を目的とします。

　富士山世界文化遺産登録を記念して「ふじのくにアートクラフト
フェア」を開催します。富士市・富士宮市を拠点に活動している
アート・クラフト・ワークショップ・フード等の出店を中心とし、環富
士山エリアで活動する作家さんも募集します。アートクラフト江ア
リア・ふじの恵みフードエリア・体験ワークショップエリア・ふじに響
けステージエリア・ふれあい動物広場など多世代にわたり楽しめ
るイベントとします。

H26~ - 300 300 300

農政課 H25-09
富士川っ子エコクラ
ブ、土・食・自然体験
楽校

ＮＰＯ法人富士川っ
子の会

　自然と生きる力を育てることを基本理念として活動している。地
域の美しい自然環境の中で自然と向き合い、土と親しみ、農作
物を育て、その恵を食べるという食農食育体験を実施し、人の命
を育む「食」の大切さを学ぶ。活動を通し共に汗することで思い
やりのある健全で豊かな心身を養い、真に逞しい「人」として関
わったすべての人が共に成長することを目的としている。

　里山の美しい自然環境の中で、地域の農家をはじめとした住民
の支援を得ながら活動するものである。天候に左右されがちな農
業体験を中心に、土壌作りから種まき、苗の作付け、観察、収穫
の歓びを体感する。収穫した作物を農園で野外調理し、五感を
使って味わうことにより、旬の食べ物の醍醐味を堪能する。日本
の食文化を伝えるそば打ちと餅つきを隔年で実施。指導にあたる
地域の人達との世代を超えた交流事業。時代を担う子ども達を
地域で育てるコミュニティ活動として実施する。

H21~ 100 100 100
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農政課 H25-10

「四ツ溝柿の「柿酢」
等農産物加工と新遊
歩登山ルート開発で
地域興し」

大渕地区まちづくり推
進会

　大淵地区では平成２２，２３年度に経産相助成・富士商工会議
所主催、地区実行委員会主管の「地域力活用新事業全国展開
プロジェクト～海抜０Ｍ～３，７７６Ｍへ～富士のまちにぎわいプ
ロジェクト」を実施。新遊歩観光登山ルート調査や「柿酢」等の地
域特産物開発調査に取り組んだ。助成事業は終わったが、成果
を継承するため新たに独自組織を立ち上げて、日本一の標高差
を活かした「柿酢」等農産物加工品の開発や、遊歩登山ルートの
マップづくり等に取り組み、地域の経済活性化、住民の参加意識
の醸成および住民の所得確保にも結び付けていきたい。

　「柿酢」のブランド化：地区特産の四ツ溝柿使用の「柿酢」は先
の助成事業で試作品が成功。新事業では、標高差による熟度の
変化・健康食品としての能力調査（酸度、アミノ酸等の成分分析
等）・安定的な製造基準調査等によるブランド化を目指す。

H25~ 100 100 100

林政課 H25-11
里山自然観察遊歩道
の整備

特定非営利活動法人
鎮守の森を育てる会

　里山の豊かな自然を誰でも楽しく観察できるように、遊歩道を
整備することが本事業の目的である。

　全長300メートルの遊歩道を再整備しドレスアップすること、また
未完成区間を完成させる。なお、遊歩道の脇にはベンチや展望
台を設置し、歩道の道幅を広げて、子供からお年寄りまで無理な
く利用できるようにするものである。

H22~ 200 200 200

林政課H26-05
岩本山からの富士山
眺望保全事業

FiiL-net（フィルネッ
ト）

　この事業は岩本山の森林の整備保全等の取り組みをとおし、
地域住民に森林の持つ公益的機能を啓発することを目的として
実施する。
　また、様々なイベントに参画し、地域のみならず市内外に本組
織の活動について、情報発信を行い葉旧啓発を行う。

・岩本山の森林、竹林の整備保全
・不法投棄ごみの撤去及び防止パトロール
・整備した竹林の竹を使った工芸作品の作り方教室

H21~H
24,H26
~

- 200 200 200

都市計画課 H25-12
富士市の公共交通と
まちの再発見

コミュニティスペース
りぼん

　富士第一小の親子を対象に、富士市の公共交通について学
び、普段訪れない地域の探索やローカル線の良さなど知ったり、
富士市再発見を目的とする。

　拠点「りぼん」をスタートし、ＪＲ～岳鉄～バスを乗り継ぎ富士市
の公共交通の必要性・利便性など学び、沿線の散策やローカル
線の良さなどを知ってもらう事業。（※1DAYトリップなどがありま
すが民間が地域の親子を集い普段利用しないエリアを探索）

H25~ 80 80 80

みどりの課 H25-13 バラ普及推進事業 富士ばら会
　ボランティア活動を通じて会員相五の親睦を図り、バラ栽培の
知識と技術の向上を目指し、バラ文化の普及発展に寄与するこ
とを目的とする。

　中央公園バラ園のバラ育成、手入れを年間を通して実施、バラ
の花が満開となる、5月中旬に富士ばらまつりを開催する。まつり
開催時にはバラ相談コーナーを設け、バラの育て方他さまざまな
相談を受け付ける。また、緑と花の百科展、バラいっぱい運動、
富士山麓ブナ林創造事業等に協力する。

H16~ 200 200 200

みどりのH26-06
「浮島ヶ原自然公園
の自然」ガイドブック
作成事業

富士自然観察の会

　浮島ヶ原自然公園には、大勢の方々が来園し、四季折々に咲
く花々に親しんでいる。その中で是非、公園内の植物を中心とし
た自然ガイドブックを作成して欲しいとの要望が強く寄せられて
いる。そこで、写真を中心としたガイドブックを作成し、公園内の
自然のすばらしさを多くの市民に伝えていこうと本事業を計画し
た。

　園内に生育する植物をデジカメで撮影し、ガイド文を工夫して
データー原稿を作成する。特に公園内に生育する絶滅危惧種の
１０種類について詳しく解説していく。植物だけでなく園内で見ら
れる野鳥・昆虫の写真を撮影し解説していくことで様々な自然に
興味を持って訪れる来園者の要望に応えるようにする。

H26~ - 400 0 0
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河川課 H25-14
滝川の土手を彼岸花
で埋め尽くす市民里
親事業

ＮＰＯ法人ふじ環境倶
楽部

　かつて「沖田の土手」と言われ、今泉・原田方面と元吉原をつ
なぐ主要な通路であった滝川の土手は、公害（ヘドロの流れ・堆
積）とともに歩く人がいなくなり荒地と化していた。
　水質が改善されつつある現在、この土手を遊歩道として切り開
くとともに、自生する彼岸花を多くの市民が参加する形で移植、
植付け、育成する活動を通じて、富士山からの湧水が流れる河
川環境の保全と、花と水辺と富士山を楽しめる景観形成を進め
ることを目的とする。

　平成20年度より取り組んでいる「そうだ！沼川プロジェクト」（市
民・企業・行政により沼川水系で協働の川づくりに取り組む活動）
の一環として、滝川の土手を彼岸花で埋め尽くし、美しい水辺の
遊歩道としての環境・景観を形成、維持できるよう以下の内容の
取り組みを行う。
1　多くの市民に呼びかけ、「一人が土手10メートル区間の里親」
になっていただき、自生する彼岸花を法面に移植、植え付け、そ
の後の草刈り・清掃等をしていただく
2　秋に開催する「彼岸花ウォーク」でウォーキングの一般参加者
に現場を見てもらうことを通じて、活動（彼岸花の育成）の披露、
里親募集のきっかけとする
3　その他に、市民里親や周辺企業の取り組みを載せた広報紙
「（仮）滝川通信」を作成、配布することで参加者のモチベーション
維持と事業の広報を図る
4　目標としては、現在120メートル（里親12名）の移植区間を、初
年度に300メートル、2年度目に600メートル、3年度目に1,000メー
トル、5年度目で滝川全長（沼川線芙蓉橋～沼川合流点）の2,000
メートル（里親200名）にまで拡大していきたい。

H25~ 150 150 150

社会教育課 H25-15
外遊びによる子ども
たちの居場所づくり
事業

NPO法人ゆめ・まち・
ねっと

　本事業では、子どもたちに学校や家庭、その他あらゆる子育て
支援活動とは異なる、自分らしくいられる外遊びの場を提供して
いる。運営の特徴により、障害、不登校、貧困家庭等生きづらさ
を抱える子どもの居場所としても機能。この成果を維持し、遊び
を通した豊かな育ちを保障するとともに、個別的支援を必要とす
る子どもに寄り添い、共感する大人の輪を広げ、まちづくりに寄
与することが目的である。

　子どもたちがありのままの自分でいられる遊びの“空間”“時間”
“仲間”を提供するために、市内の公園（島田公園）で、全国的に
は“冒険遊び場づくり”と呼ばれる事業を実施。子どもたち同士で
の川遊び、火遊び、秘密基地づくりなど豊かな遊びと高校生、大
学生、親世代、高齢者などさまざまな人との交流を体験し、学校
教育や既存の行事活動とは違う観点から社会性、協調性、創造
性などを育むものである。また、こうした取り組みの大切さを地域
の大人に広く情報発信し、活動に共感する大人の輪を広げようと
するものである。

H19~ 500 500 500

社会教育課 H25-16
サイエンスプロジェク
ト

サイエンスプロジェク
ト実行委員会

　青少年の科学・理科離れが指摘されている。原因のひとつとし
て自然の中での体験、自分で物を作り工夫する機会が減ってい
ることであると考えられている。そんな中で子供達に理科に親し
んでほしいとの願いからこの企画を提案した。普段ではできない
事柄や身近なもので行う科学実験と形で多くの子どもたちに理
解して貰うとともに科学やものづくりのおもしろさを体験すること
が目的である。

　富士市は富士山の湧水により支えられた工業の街である。その
工業は、科学と技術の協力の結果から成り立っている。その技
術・工業を支えているものこそが、小・中学校で学ぶ理科である。
このようなイベントを理科好きになるきっかけとして提供し、「発見
する喜び」や「創造する楽しさ」を「実験」や「ものづくり」という形で
体験活動を行い、科学に対する興味・関心を高め、科学的な見方
や考え方を身に付けた次世代の工業都市・富士市を担う子ども
たちの夢や想像力を育成するとともに、市民の科学や理科教育
への理解を広げ、地元での理科教育の発信をしていきたいと考
えている。

H20~ 400 400 400
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社会教育課 H25-17

屋内遊びを入口に子
どもの生きづらさに寄
り添うまちなか保健
室事業

NPO法人ゆめ・まち・
ねっと

　本事業では、子どもたちに学校や家庭、その他あらゆる子育て
支援活動とは異なる、自分らしくいられる屋内フリースペースを
提供している。運営の特徴により、障害、不登校、貧困家庭等生
きづらさを抱える子どもあるいはその親の居場所として機能して
いる。成果を継続し、子ども・親のＳＯＳをキャッチし、生きづらさ
に寄り添うためにまちなかの保健室や相談所的な機能を発揮す
ることを目的とする。

　子どもを取り巻く環境は、いじめ自殺、親の子殺し・子の親殺し
等の話題が新聞に掲載されない日はないほどに深刻な状況であ
る。そこで、解決方法の一つを社会実験的に提示するため、放課
後の時間帯に、児童クラブ+児童館+駄菓子屋的な雰囲気のフ
リースペースを提供。親の申込み不要、参加費無料で障害の有
無や登校・不登校の別、学区・学年・年齢等の参加条件も設定せ
ず、楽しく遊べる場という見せ方をすることで、生きづらさを抱える
子どもあるいはその親に出会いやすくし、その悩み、痛み、苦し
みに寄り添う対応をしようとするものである。

H25~ 250 250 250

社会教H26-07
みんなの居場所コ
ミュニティスペースり
ぼん

コミュニティスペース
りぼん

　近年の社会環境や生活環境の変化は、個人の価値観やライフ
スタイルの多様化をもたらし、その結果、地域の絆の希薄化が
急速に進んでいる。
　このような中にあって、本事業は、富士本町の空き店舗を、子
ども達や地域の人達の居場所となるコミュニティスペースとして
活用し、子ども同士はもちろん、親や地域住民が継続的に交流
することで、地域の人々のつながりを強めることを目的とする。

　「りぼん」は、日・祝祭日等を除く、平日及び土曜日の午後２時
から６時まで、年間約３００日、開設している。
　主な活動は、放課後に子ども達が気軽に立ち寄ることのできる
場所を提供するため、駄菓子の販売、ＤＶＤ上映、絵本の読み聞
かせなどを行っている。訪れた子どもは、宿題をしたり、子ども同
士でオセロなどをして遊んだり、活き活きと自由に過ごしており、
常時１人以上のスタッフが見守っている。
　また、子どもへの下校時の交通ルールの指導や保護者からの
相談等を受け、心の手助けにも取り組んでいる。
　その他の活動としては、常設で、子どもの絵画等を展示する
アートセッション、年間行事としては、寄席、オセロ大会、工作体
験やワークショップ、年間行事としては、寄席、オセロ大会、工作
体験やワークショップ、お仕事体験、大人を対象とした地域交流
会など、地域の絆づくりのための様々な活動を行っている。

H26~ - 250 250 250

文化振興課 H25-18
富士市の芸術・文化
振興事業

富士芸術村
　「富士芸術村」を芸術・文化活動の拠点として、本物の芸術・文
化を愛する市民や創作活動をする作家に開放された空間として
活用し、富士市の芸術・文化の振興に貢献する。

・年数回のワークショップの開催
・芸術、文化の情報誌の作成
・芸術家の創作活動（基本的に使用は無料、但し光熱費・諸経費
は別途徴収）
・作品展の開催
・美術教育の育成

H17~ 100 100 100

文化振興課 H25-19 富士子ども劇場 富士子ども劇場

　富士子ども劇場は、平成１９年以来富士市の助成金を受け、
子ども主体のおまつりを毎年実施してきました。市内全ての子ど
もたちを対象に、異年齢の子どもたちが自由に遊べる創造的な
遊び空間を企画します。来年度からは、毎年３月に実施している
「おたのしみ人形劇」をドッキングし、より多くの親子に、遊びと観
劇の空間を提供する。

・子どものための独創的で自由な遊び体験コーナー
・子どものためのオリジナル手作りゲームコーナー
・子どものためのフリーマーケット
・子どもから大人まで楽しめる人形劇

H19~ 100 100 100

文化振興課 H25-20
ＭＯＡ美術館富士児
童作品展

ＭＯＡ美術館富士児
童作品展

　子どもたちの創作活動を奨励することで、「社会の変化に自ら
対応できる心豊かな人間の育成」「自ら学び自ら考える力などの
生きる力の育成」「伝統と文化を尊重し、国際社会の平和と発展
に寄与」など、子どもの健全なる成長を願い、社会教育ならびに
情操教育の一端を担う事を目的としている。

富士市内全小学校に絵画・書写作品を募集・展示・表彰 H19~ 40 30 20
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文化振興課 H25-21
高齢者による演劇上
演

高齢者演劇集団チャ
レンジャー

　演劇の創造・上演を通して高齢者を元気づけ、地域社会の活
性化に貢献することが目的である。

　この5年間、創造と上演を通して団員は見違えるように輝きを増
し、5000人を超える観客から圧倒的な支持・激励を受けた。今後
もさらに充実した舞台を創造し、観客の皆様を元気づけ地域社会
の活性化に貢献する。また、高齢者を対象にボランティアでの訪
問上演にも取り組みたい。

H22~ 300 300 300

文化振興課 H25-22 富士山少年俳句大会
富士山少年俳句大会
実行委員会

　俳句という表現媒体を通じて、恵まれた自然の美しさや、そこ
に住む人や生活に目を向けさせ、成長過程にある子どもたちの
心身の成長と表現活動の伸張を図ることを目的とする。併せて
富士山麓地域の文化的土壌の礎を築くことに貢献することを目
的とする。

　環富士地区市町村の小中学校を対象に、5月から7月を募集期
間として、作品募集を行う。選考委員会を組織し、入賞作品、入
選作品を選考する。入賞作品と入賞者を顕彰するため表彰式を
行う。入賞・入選作品を印刷製本して該当生徒並びに対象地区
の小中学校に配布し、国語科俳句教材の参考に資する。

H24~ 50 50 50

文化振H26-08
青少年による＜音楽
のまち富士＞未来へ
の発信事業

富士ジュニアオーケ
ストラ

　ジュニアオーケストラの活動を通じて、青少年が音楽に親しみ
協力し合うこと相互に高めあうことの大切さを学び豊かな心を育
む。また、青少年が交響する素晴らしい音楽が地域文化の発展
を促し、青少年の無限の力が未来・世界へ発信することを目的と
する。

　青少年に親しまれる偉大な作曲家の楽曲や大切にしたい日本
の曲を年度毎の定期演奏会を目標に、学業第一を旨とし夏期合
宿練習を含む毎月の練習に励む。定期演奏会では地元出身の
一流の音楽家の共演とジュニアオーケストラらしい新鮮で感動的
な演奏で多くの青少年を招待して楽しんでいただく。また、市民の
ためのコンサートを企画実施する。

H21~H
24,H26
~

- 250 200 150

中央図H26-09
本の読み聞かせ及び
貸出し

ひろみ文庫

　小学校における読み聞かせや児童館での本の貸し出しを行
い、まちづくりセンター事業や児童館事業である子育て支援事業
への協力をすることにより幼児期から継続した読書習慣を確立
させ、次代を担う子どもを健全に育成することが事業の目的であ
る。

・近隣小学校への本の読み聞かせ
・児童館での本の貸し出し
・まちづくりセンター・児童館主催事業への参加
・読み聞かせ研修会の実施

H22~H
24,H26
~

- 50 50 50

中央図書館 H25-23 岩松文庫 岩松文庫
　岩松小学校の生徒や地域の人々にたくさんの本を読んでもら
い、本の楽しさを知ってもらうことが目的である。

　週3回の本の貸し出しや新1年生に対して岩松文庫での本の貸
し出しのやり方を教える。こどもまつりの開催をしている。

H16~ 50 50 50

中央図書館 H25-24 読み聞かせ
おはなしの会おひさ
ま

　未来を担う子ども達にとって、読書は大変大きな役割を持って
いる。小中学校や家庭、地域と連携を図りながら、読み聞かせを
通して子どもたちに豊かな時間を提供し、豊かな本の世界を伝
え、子ども達が本に親しむことができるようになることが本事業
の目的である。

　子ども達が継続的に本と親しむ機会を持つことは大切なことで
あり、年間を通じて、小中学校で全児童生徒に読み聞かせをして
いる。また、富士市ブックスタートに伴う事業として、まちづくりセ
ンターにおいて乳幼児、保護者を対象におはなし会を実施、また
地域の児童館においても読み聞かせの機会をいただいている。

H16~ 30 30 30

中央図書館 H25-25
子ども達への読書活
動支援

おとぎのへや
　子どもの心を育てる本の世界。一人でも多くの子どもが本を読
む楽しさ、喜びを知って本を好きになって欲しいと願い、読み聞
かせ活動を継続して行うことが目的である。

　子どもが本の世界の扉を開くとき、大人の力がほんの少し必要
になる。そこで季節や地域の行事などを取り入れながら、いろい
ろな本を様々な形（読み聞かせ、ストーリーテリング、紙芝居、パ
ネルシアター、工作など）で紹介し、本の世界との出会いの場、ま
た、楽しさを伝え広げてゆく場を設けサポートする。

H19~ 10 10 10

中央図書館 H25-26
子ども対象に本の読
み聞かせをするボラ
ンティア活動

パンの笛

　「幼いころから本に親しむ」これは、子どもの健やかな発育に
とって、とても大切なことだと考えます。今の子どもたちにお話の
魅力を伝え、これから大人へと成長していく為の心身の育成を
はかることが活動の目的です。

　小さいころから本を読むことは大人になっても大切なことです。
そこで田子浦地区を中心に富士市の0～15歳の子ども達を対象
に読み聞かせをしています。直接本を感じてもらうために、本を手
作りの紙芝居・ペープサート等にし、年齢に合ったお話をまちづく
りセンター・保育園・幼稚園・小学校・中学校等に自ら行って、子
どもたちにお話をしています。自分たちの手で伝えることを大切
にしています。

H19~ 30 30 30
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合計 4000 5600 5080 1150


