
平成２７年度 子どもの手による子ども会づくり支援事業 支援決定団体            №1 

阪神ブロック ２１団体 合計申請額３００，０００円  

市町名 子ども会名 行事名 申請回数 備考 

尼崎市（4） 稲葉荘子ども会 野外活動 ２５年度、２６年度支援（３回目） 支援終了 

大物子ども会 お楽しみ会   

元浜第１子ども会 クリスマス会   

そのわっこ子ども会 子ども会企画会議＆行事   

西宮市（5） シティハウス上甲東園子ども会 ラジオ体操 ２６年度支援（２回目）  

甲子園口地区レッド子ども会 クリスマス会 ２６年度支援（２回目）   

五月ヶ丘子ども会 クリスマス会 ２５年度、２６年度支援（３回目） 支援終了 

大社地区ぱんだ子ども会 盆踊り、夜店出店   

鳴尾バトングループ 新年会   

芦屋市（4） 潮見南子ども会 クリスマス会 ２６年度支援（２回目）  

三条町子ども会 クリスマス会   

三条南子ども会 ワークショップ   

若宮青むぎ子ども会 七夕祭り １５年度支援（２回目）  

伊丹市（4） 

 

高畑子ども会 クリスマス会 ２６年度支援（２回目）  

荻野子ども会 クリスマス会 ２５年度支援（２回目）  

森本北子ども会 夏休み親子クッキング   

池尻北東部子ども会 クリスマス会   

三田市（2） 上相野子ども会 そうめん流し   

藍本庄子ども会 夏のレクリエーション   

猪名川町（2） サウンズヒル3，4期子ども会 クリスマス会 ２６年度支援（２回目）  

猪名川台子ども会 夏休みお泊り会   



            平成２７年度 子どもの手による子ども会づくり支援事業 支援決定団体         №2 

東播磨ブロック ２３団体 合計申請額 ３００，０００円 

 

市町名 子ども会名 行事名 申請回数 備考 

明石市（13） 魚住校区子ども会 納涼祭 １５年度、２３年度支援（３回目） 支援終了 

沢池校区鳥羽新田子ども会 クリスマス会 ２５年度、２６年度支援（３回目） 支援終了 

人丸校区太寺一丁目子ども会 お楽しみ会    

明石校区桜町子ども会 ハロウインパーティ   

山手校区大窪子ども会 工場見学 ２６年度支援（２回目）   

和坂校区アメニティコート子ども会 お楽しみ会、クリスマス会 ２５年度、２６年度支援（３回目） 支援終了 

鳥羽校区北町子ども会 北町ふれあい夏祭り １５年度支援（２回目）  

王子校区若竹子ども会 流しそうめん １７年度支援（２回目）  

大久保校区官舎子ども会 夏祭り出店 ２２年度支援（２回目）  

人丸校区太寺２丁目天王町子ども会 夜店大会 ２５年度支援（２回目）  

明石校区鷹匠町子ども会 お楽しみ会   

王子校区大道町こども会 木工教室、きのことり遠足 ２５年度支援（２回目）  

大久保校区大久保町子ども会 ラジオ体操、夏祭り、お楽しみ会ほか ２６年度支援（２回目）  

加古川市（6） 

 

 

平岡南少年団一色隊 奉納相撲、輪投げ大会   

鳩里少年団稲屋隊 クリスマス会 １５年度支援（２回目）  

別府西少年団新野辺第1隊第1町内会 クリスマス会   

上荘少年団薬栗隊 クリスマス会   

尾上少年団長田北Ⅰ隊 クリスマス会   

東神吉南少年団出河原隊 クリスマス会   

高砂市（2） 曽根南之町子供会 映写会   

紙町子供会 お楽しみ会   

稲美町（1） 森安子供会 クリスマス会 ２５年度支援（２回目）  

播磨町（1） 本荘中子ども会 クリスマス会   



             平成２７年度 子どもの手による子ども会づくり支援事業 支援決定団体        №3 

北播磨ブロック ３０団体 合計申請額３００，０００円 

 

市町名 子ども会名 行事名 申請回数 備考 

西脇市（12） 日野町子ども会 祭り   

富吉南町子供会 ふれあい夏祭り   

下戸田子ども育成会 とんど祭り   

郷瀬町南部子ども会 バーべキュー   

谷町子供会 祭り   

富吉上町子供会 クリスマス会   

野中町子供会 キャンプ １７年度支援（２回目）  

落方町子供会 クリスマス会   

和田町子供会 祭り   

郷瀬町子供会 クリスマス会   

石原子供会育成会 七夕会   

富田町子供会 秋祭り   

小野市（6） 

 

片山町子供会 七夕会 ２６年度支援（２回目）   

西本町子供会育成会 クリスマス会 ２５年度、２６年度支援（３回目） 支援終了 

粟生町森岡子ども会 バーベキュー・ビンゴ大会   

若草子供会 バーベキュー ２１年度、２５年度支援（３回目） 支援終了 

高田町こども会 七夕会   

古川町子ども会 七夕会   

加西市（5） 別府中子ども会 クリスマス会 ２０年度支援（２回目）  

下道山こども会 七夕会   

玉丘町子ども会 七夕会、史跡見学 ２２年度、２４年度支援（３回目） 支援終了 

馬渡谷町子ども会 クリスマス会 ２３年度支援（２回目）  

別府西町子ども会 クリスマス会   

加東市（5） 吉馬子ども会 バーベキュー   

下滝野子ども会 クリスマス会 １８年度、２６年度終了（３回目） 支援終了 

畑子ども会 秋祭り ２５年度支援（２回目）  

穂積子ども会 クリスマス会 ２３年度支援（２回目）  

南山子ども会 ６年生を送る会   

多可町（2） 森本子ども会 キャンプ   

下三原子ども会 秋祭り ２５年度、２６年度支援（３回目） 支援終了 



            平成２７年度 子どもの手による子ども会づくり支援事業 支援決定団体       №４ 

 

中播磨ブロック １３団体 合計申請額３００，０００円 

 

 

市町名 子ども会名 行事名 申請回数 備考 

姫路市（10） 古知校区杉之内子ども会 クリスマス会   

香呂校区香呂子ども会 クリスマス会   

勝原校区県住勝原子ども会 県住子ども祭り   

余部校区下余部子ども会 寺子屋＆そうめん流し   

船津校区中野子ども会 クリスマス会   

花田校区上原田子ども会 クリスマス会   

四郷校区山脇子ども会 お楽しみ会   

四郷校区見野西子ども会 盆踊り大会   

御国野校区深志野子ども会 お別れ会   

御国野校区御着子ども会 クリスマス会   

神河町（1） 上岩子供会 バーベキューお泊り会   

市川町（1） 県住子ども会 クリスマス会 １９年度支援（２回目）  

福崎町（1） 中島子ども会 お楽しみ会、クリスマス会 ２１年度、２３年度支援（３回目） 支援終了 



          平成２７年度 子どもの手による子ども会づくり支援事業 支援決定団体     №５ 

 

西播磨ブロック ４７団体 合計申請額３００，０００円 

 

 

市町名 子ども会名 行事名 申請回数 備考 

たつの市（25） 

 

本町・川原町子ども会 バス旅行   

日飼子ども会 夏祭り ２４年度支援（２回目）  

宮脇子供会 ものづくり ２４年度支援（２回目）   

大道子ども会 クリスマス会   

富永1丁目子ども会 クリスマス会 ２５年度、２６年度支援（３回目） 支援終了 

富永3丁目子ども会 歓送迎会 ２６年度支援（２回目）  

上富永子ども会 バス旅行 ２６年度支援（２回目）  

中垣内中子ども会 歓送迎ボーリング ２６年度支援（２回目）  

新宮子ども会 夏祭り   

小犬丸子ども会 秋祭り   

北沢子ども会 クリスマス会 ２６年度支援（２回目）  

栄子ども会 バーベキュー   

西構子ども会 ふるさと祭りゲーム ２５年度、２６年度支援（３回目） 支援終了 

北横内子ども会 映画鑑賞、水族館旅行 ２５年度支援（２回目）  

大住寺子供会 クリスマス会 ２４年度、２５年度支援（３回目） 支援終了 

入野子ども会 クリスマス会 ２５年度、２６年度支援（３回目） 支援終了 

大源寺子ども会 クリスマス会   

牧奥・牧中子供会 秋祭り ２６年度支援（２回目）  

千本子供会 夏季研修ボーリング ２６年度支援（２回目）  

香山南子ども会 夏祭り   

下野子供会 クリスマス会 ２５年度支援（２回目）  

原（仲良）子ども会 ６年生を送る会 １９年度、２６年度支援（３回目） 支援終了 

上袋尻子供会 地域フォーラム ２６年度支援（２回目）  

伊津子ども会 秋祭り １９年度、２６年度支援（３回目） 支援終了 

苅屋子ども会 とんどづくり ２６年度支援（２回目）  

赤穂市（11） 野中（赤穂）地区子ども会 バーベキュー＆キャンプ   

中広北地区子ども会 納涼祭 ２６年度支援（２回目）  

梅北地区子ども会 ハロウインパーティ   

北野中地区子ども会 サマーレク（お楽しみ会）   



竹南地区子ども会 バス旅行   

周世地区子供会 水辺生物観察、お楽しみ会 ２６年度支援（２回目）  

塩屋校区子ども会 ６年生キャンプ ２６年度支援（２回目）  

田中・室崎・宮本地区子ども会 夏のお楽しみ会   

本水尾西子ども会 新入生歓迎（映画鑑賞）   

海浜町子ども会 夏休みお楽しみ会   

さつき町子ども会 さつきフェスタ   

太子町（8） 川島こども会 クリスマス会 ２６年度支援（２回目）  

町与子供会 キャンプ ２６年度支援（２回目）  

聖徳台子ども会 夏のレクリエーション   

中四町子供会 手焼きせんべい体験バス旅行 ２３年度、２６年度支援（３回目） 支援終了 

松ヶ下子ども会 クリスマス会、カレー作り、宝探し   

広坂子ども会 祭り   

城山子ども会 バス旅行   

間野子ども会 夏休み工作、クリスマス会   

上郡町（3） 高田台４丁目東子ども会 親睦会およびお別れ会 ２３年度支援（２回目）  

高田台５・７丁目子ども会 クリスマス会 ２０年度支援（２回目）  

高田台６丁目子ども会 バス旅行   



              平成２７年度 子どもの手による子ども会づくり支援事業 支援決定団体      №6 

 

但馬ブロック １９団体 合計申請額３００，０００円 

 

 

市町名 子ども会名 行事名 申請回数 備考 

豊岡市（3） 佐野育成会（豊岡） 生き物調査   

祢布子供会（日高） アウトドアクッキング ２２年度、２３年度支援（３回目） 支援終了 

松枝子供会（出石） 石窯ピザをつくる    

養父市（5） 上箇子供会（養父） クリスマス会 １４年度、１５年度支援（３回目） 支援終了 

上野子ども会（養父） バス遠足、クリスマス会 １６年度支援（２回目）  

左近山子ども会（養父） お楽しみ会 １４年度支援（２回目）  

樽見子ども会（大屋） 地蔵盆   

円山台区子供会（八鹿） クリスマス会   

朝来市（4） 下町子ども会（和田山） 夏のキャンプ   

高田子供会（和田山） お楽しみ会   

川原町子ども会（山東） お楽しみ会   

平野子ども会（朝来） 納涼大会   

香美町（2） 長瀬子供会（村岡） 夕涼み会、クリスマス会 ２５年度支援（２回目）  

小代区大谷子ども会（美方） クリスマス会 ２５年度支援（２回目）  

新温泉町（5） 京口子ども会（浜坂） 川下祭り、新年親睦会 ２４年度、２６年度支援（３回目） 支援終了 

今岡金屋熊谷伊角子ども会（温泉） 数珠くり   

多子白鳩子供会（温泉） クリスマス会   

丹土子ども会（温泉） クリスマス会   

中辻あおい子ども会（温泉） クリスマス会 ２５年度支援（２回目）  



             平成２７年度 子どもの手による子ども会づくり支援事業 支援決定団体       №7 

 

丹波ブロック １１団体 合計申請額２９９，９９２円 

 

 

市町名 子ども会名 行事名 申請回数 備考 

篠山市（4） 

 

杉子ども会 七夕会 １５年度支援（２回目）  

中野子ども会 バーベキュー交流会   

初田子ども会 キャンプ ２４年度、２５年度支援（３回目） 支援終了 

牛ヶ瀬子ども会 クリスマス会、６年生を送る会 ２４年度、２５年度支援（３回目） 支援終了 

丹波市（7） 野上野子ども会 クリスマス会 ２５年度、２６年度支援（３回目） 支援終了 

栗住野子ども会 夏休みキャンプ ２５年度支援（２回目）  

岩屋子ども会 祭り太鼓練り歩き ２６年度支援（２回目）  

北太田子ども会 納涼会 ２５年度、２６年度支援（３回目） 支援終了 

草部子ども会 クリスマス会 ２５年度、２６年度支援（３回目） 支援終了 

下滝子ども会 クリスマス会   

和田子ども会 防災活動、クリーン作戦、運動会 ２２年度支援（２回目）  



        平成２７年度 子どもの手による子ども会づくり支援事業 支援決定団体      №8 

 

淡路ブロック ２７団体 合計申請額３００，０００円 

 

 

市町名 子ども会名 行事名 申請回数 備考 

洲本市（2） 塩屋キッズクラブ バーベキュー大会 ２４年度支援（２回目）  

下加茂子ども会 クリスマス会   

南あわじ市 

（15） 

神代南上子ども会 夏祭り、バーベキュー大会   

広田地区中筋子ども会 七夕会、クリスマス会 ２３年度、２６年度支援（３回目） 支援終了 

市場地区子ども会 七夕会、ラジオ体操 ２５年度、２６年度支援（３回目） 支援終了 

鍛治屋子ども会 七夕会、バーベキュー大会 ２６年度支援（２回目）  

高萩子ども会 キャンプ ２６年度支援（２回目）  

神代富田子ども会 お楽しみ会 ２５年度、２６年度支援（３回目） 支援終了 

賀集子ども会 七夕会、クリスマス会 ２６年度支援（２回目）  

寺内子ども会 クリスマス会 ２６年度支援（２回目）  

沼島子ども会 バーベキュー大会、クリスマス会 ２６年度支援（２回目）  

広田地区納子ども会 クリスマス会 ２６年度支援（２回目）  

三原志知地区子ども会 研修旅行   

阿万塩屋町子ども会 クリスマス会   

阿万中西子ども会 クリスマス会 ２２年度支援（２回目）  

阿万下町子ども会 クリスマス会 ２４年度、２６年度支援（３回目） 支援終了 

阿万東町子ども会 クリスマス会 ２２年度支援（２回目）  

淡路市（10） 橋本子ども会（岩屋） お別れ会 ２４年度、２６年度支援（３回目） 支援終了 

松帆子ども会（岩屋） クリスマス会 ２４年度、２５年度支援（３回目） 支援終了 

中ノ町子ども会（岩屋） 祭り、クリスマス会 ２４年度支援（２回目）  

田の代子ども会（岩屋） クリスマス会 ２４年度、２６年度支援（３回目） 支援終了 

鵜崎子ども会（岩屋） クリスマス会   

撫浜子ども会 クリスマス会 ２３年度、２６年度支援（３回目） 支援終了 

尾崎子ども会 新春の集い ２５年度、２６年度支援（３回目） 支援終了 

柳沢子ども会 夏祭り １７年度、１８年度支援（３回目） 支援終了 

西の町・鍵の町子ども会（一宮） クリスマス会   

南ノ丁子ども会（東浦） うどんづくり ２６年度支援（２回目）  

 


