
平成２９年度 子どもの手による子ども会づくり支援事業 決定団体  

 

阪神ブロック １８団体 合計申請額 ２７５，０００円                                     

市町名 子ども会名 行事名 申請回数 備考  

尼崎市（４） 元浜第 1子ども会 秋祭り 27年度支援（2回目）  

西長洲第２子ども会 クリスマス会   

城東・木の実・こだま・白ゆり

子ども会 

クリスマス会   

にこにこ子ども会 ふれあい餅つき大会出店   

西宮市（４） 安井地区子ども会連合会 夏休み創作教室 28年度（2回目）  

青葉台子ども会 秋祭り   

浜脇地区戸田町子ども会  ハロウイン   

鳴尾バトングループ 新年会 27年度、28年度支援（3回目） 支援終了 

芦屋市（４） 山手町子ども会 スイスイ探検ツアー   

茶屋之町子ども会 クリスマス会   

翠ヶ丘町子ども会 クリスマス会 14年度、28年度支援（3回目） 支援終了 

浜風子ども会 ベンチをつくろう・ペンキ塗り 20年度、25年度支援（3回目） 支援終了 

伊丹市（３） 森本北子ども会 ハロウイン 27年度支援（2回目）  

笹北子ども会 クリスマス会 28年度支援（2回目）  

車塚南子ども会 クリスマス会 19年度支援（2回目）  

三田市（２） 木器子ども会 老人会と交流クリスマス会 28年度支援（2回目）  

下槻瀬子ども会 クリスマス会   

猪名川町（１） 柏原子ども会 老人会と交流会・クリスマス会   

 

 

 

 

 



平成２９年度 子どもの手による子ども会づくり支援事業 決定団体 

 

東播磨ブロック 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  

明石市(１１) 東人丸町子ども会 クリスマス会   

荷山町子ども会 クリスマス会（ボーリング大会）   

朝霧山手町子ども会 クリスマス会 24年度、H25年度支援（3回目） 支援終了 

太寺 3丁目子ども会 クリスマス会   

青葉子ども会 クリスマス会   

ファミール子ども会 子ども縁日   

西脇子ども会 秋祭り 23年度支援（2回目）  

五反田子ども会 夏祭り、クリスマス会 28年度支援（2回目）  

貴崎子ども会 クリスマス会 22年度、25年度支援（3回目） 支援終了 

官舎子ども会 クリスマス会 22年度、27年度支援（3回目） 支援終了 

桜町子ども会 ハロウインまつり 27年度支援（2回目）  

加古川市（６） 野口北少年団昭和苑隊 クリスマス会   

平岡北少年団岸ノ下隊 クリスマス会   

野口北少年団新北野隊 クリスマス会   

東神吉南少年団新神吉隊 クリスマス会 26年度支援（2回目）  

平岡北少年団高畑北隊 クリスマス会   

上荘少年団見土呂隊 クリスマス会 25年度支援（2回目）  

稲美町（２） 向山子ども会 クリスマス会（お別れ会） 21年度、24年度支援（3回目） 支援終了 

稲美野荘園 夏まつり 17年度支援（2回目）  

播磨町（２） 鹿の川子ども会 お楽しみ遠足（バス旅行）   

駅東子ども会 夏祭り   

 

 

 



平成２９年度 子どもの手による子ども会づくり支援事業 決定団体 

 

北播磨ブロック １５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（９） 郷瀬町南部子ども会 バーベキュー大会 27年度、28年度支援（3回目） 支援終了 

下戸田子供育成会 クリスマス会 27年度支援（2回目）  

寺内子供会 キャンプファイヤー 28年度支援（2回目）  

富田町子ども会 サマーキャンプ 27年度支援（2回目）  

富吉南町子供会 夏祭り 27年度、28年度支援（3回目） 支援終了 

和田町子供会 祭り 27年度支援（2回目）  

上比延町子ども会 お泊り星観測と山登り会 28年度支援（2回目）  

新合山子供会 クリスマス会   

喜多子ども会 喜多天満宮夏祭り夜店   

小野市（２） 片山町子ども会 七夕会 26年度、27年度支援（3回目） 支援終了 

古川町子ども会 七夕会 27年度、28年度支援（3回目） 支援終了 

加西市（１） 馬渡谷町子供会 クリスマス会 23年度、27年度支援（3回目） 支援終了 

加東市（２） 南山子ども会 6年生を送る会 27年度支援（2回目）  

出水子ども会 クリスマス会 26年度支援（2回目）  

多可町（１） 奥中子供会 とんど   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



平成２９年度 子どもの手による子ども会づくり支援事業 決定団体 

 

中播磨ブロック １４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） 太市校区西脇子ども会 西脇相撲大会   

曽左校区田井子ども会 夏まつり   

香呂校区矢田部子ども会 クリスマス会   

曽左校区書写台 2丁目子ども会 クリスマス会   

八幡校区西蒲田子ども会 卓球大会   

八幡校区下蒲田子ども会 クリスマス会   

峰相校区毛野子ども会 とんど   

菅生校区鯰尾子ども会 クリスマス会   

糸引校区北原子ども会 クリスマス会   

四郷校区見野東子ども会 秋祭り   

市川町（２） 千原子ども会 クリスマス会   

上牛尾子供会 クリスマス会 24年度、28年度支援（3回目） 支援終了 

福崎町（２） 北野子ども会 クリスマス会 28年度支援（2回目）  

長野子ども会 クリスマス会 28年度支援（2回目）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



平成２９年度 子どもの手による子ども会づくり支援事業 決定団体 

 

西播磨ブロック ５８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（２１） 門の外・柳原・上川原子ども会 バス旅行 24年度支援（2回目）  

本町・川原町子ども会 バス旅行 27年度、28年度支援（3回目） 支援終了 

日飼子ども会 秋祭り 24年度、27年度支援（3回目） 支援終了 

中井奥垣内子ども会 クリスマス親睦会   

中村子ども会 クリスマス会 28年度支援（2回目）  

本竜野子ども会 バス旅行 24年度、28年度支援（3回目） 支援終了 

大道子ども会 バス旅行 27年度支援（2回目）  

富永４丁目子ども会 秋まつり   

中垣内中子ども会 歓送迎会 26年度、27年度支援（3回目） 支援終了 

今市子ども会 クリスマス会   

栄子ども会 クリスマス会 27年度支援（2回目）  

奥村子ども会 おたのしみ会   

野部子ども会 クリスマス会 28年度支援（2回目）  

小那田子ども会 クリスマス会 28年度支援（2回目）  

大源寺子ども会 クリスマス会 27年度、28年度支援（3回目） 支援終了 

下莇原子ども会 お別れ遠足   

香山南子ども会 夏休み工作会 27年度支援（2回目）  

東町東子ども会 バス旅行ビンゴゲーム大会   

砂子子ども会 バス旅行 22年度、25年度支援（3回目） 支援終了 

稲富子ども会 クリスマス会   

苅屋子ども会 どんど作り 26年度、27年度支援（3回目） 支援終了 

赤穂市（４） 高雄小学校区千種子ども会 夏のお楽しみ行事   

木生谷地区谷の子子ども会 夏のレクリエーション   

高須地区子ども会 クリスマス会   



 

                                                                                                                              

 周世地区子ども会 お楽しみ会 26年度、27年度支援（3回目） 支援終了 

宍粟市（１７） 横須子ども会 クリスマス会   

庄能子ども会 水祭り   

千本屋子ども会 クリスマス会   

段子ども会 クリスマス会   

中比地子ども会 クリスマス会   

宇原子ども会 クリスマス会   

野々上子ども会 秋祭り獅子舞奉納   

中野・東下野子ども会 ６年生を送る会   

上ノ下子ども会 地蔵盆   

木谷子ども会 自然体験活動   

市場子ども会 盆踊り   

山田（一宮町）子ども会 クリスマス会   

三方町子ども会 クリスマス会   

黒土・中島子ども会 サマーデイキャンプ   

千草・西山子ども会 納涼盆踊り   

鷹巣子ども会 クリスマス会   

七野・下河野子ども会 野外活動   

太子町（１１） 矢田部子ども会 天神・荒神祭 28年度支援（2回目）  

老原子ども会 親子ドッジボール大会   

竹広子ども会 料理教室 26年度支援（2回目）  

新町子ども会 クリスマス会 23年度、28年度支援（3回目） 支援終了 

東出ケ丘子ども会 バス旅行 28年度支援（2回目）  

東南子ども会 踊り会   

馬場子ども会 夏祭り 28年度支援（2回目）  

 



 

 糸井南子ども会 クリスマス会   

相坂子ども会 クリスマス会   

下出子ども会 クリスマス会   

東本町子ども会 クリスマス会   

上郡町（４） 丹西・安室子ども会 クリスマス会 28年度支援（2回目）  

中野子ども会 お楽しみ会・交流会 28年度支援（2回目）  

与井子ども会 クリスマス会   

宿子ども会 クリスマス会   

佐用町（１） 三河小・中三河下三河地区子

ども会 

クリスマス会   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



平成２９年度 子どもの手による子ども会づくり支援事業 決定団体 

 

但馬ブロック １４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（４） 新田地区子ども会育成連絡協

議会 

新田地区みんなでラジオ体操 28年度支援(2回目)  

佐野育成会 屋外調理実習 27年度、28年度支援（3回目） 支援終了 

法花寺育成会 法花寺育成会夏休みキャンプ   

本区子供会 本区交流遠足   

養父市（５） 東上野子ども会 夕涼み会、クリスマス会   

広谷子ども会 クリスマス会 14年度、16年度支援（3回目） 支援終了 

虹の街子ども会 クリスマス会   

畑ケ中子ども会 子ども達で出かけよう城崎マリンワールド   

駅前子ども会 秋祭り、クリスマス会   

香美町（４） 長須子ども会 七夕会   

小代区大谷子ども会 クリスマス会 25年度 27年度支援（3回目） 支援終了 

一日市子供会 クリスマス会 23年度支援（2回目）  

森区子供会 クリスマス会 28年度支援（2回目）  

新温泉町（１） 飯野子ども会 交流グランドゴルフ大会、クリスマス会 28年度支援（2回目）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

平成２９年度 子どもの手による子ども会づくり支援事業 決定団体 

 

丹波ブロック １２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  

篠山市（２） 栗栖野子ども会 クリスマス会   

矢代新子ども会 海水浴、夏祭り、クリスマス会   

丹波市（１０） 西区子ども会 送別会（苺狩り） 28年度支援（2回目）  

下野子ども会 夏祭り   

北野子ども会 七夕会   

谷村地区子供会 6年生お別れ会 24年度支援（2回目）  

小野尻子ども会 アマゴの掴みどり 28年度支援（2回目）  

北田井子供会 キャンプ、夏祭り、親子バス旅行  

谷川の里子ども会 クリスマス会、お別れ会   

杉の下子ども会 クリスマス会（そば打ち体験） 19年度、20年度支援（3回目） 支援終了 

平地子供会 お楽しみ会、クリスマス会   

大新屋子ども会 クリスマス会   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



平成２９年度 子どもの手による子ども会づくり支援事業 決定団体 

淡路ブロック ２８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（４） 鮎原下子ども会 夕涼み会・クリスマス会 19年度支援（2回目）  

下加茂子供会 クリスマス会 27年度、28年度支援（3回目） 支援終了 

仲津子ども会 クリスマス会   

天川子供会 ラジオ体操   

淡路市（９） 

 

室津子ども会 むろつのみんなの夏まつり・秋祭り 28年度支援（2回目）  

野島子ども会 クリスマス会 21年度、28年度支援（3回目） 支援終了 

遠田・尾崎子ども会 新春の集い   

浜北子ども会 ドッジボール大会・クリスマス会   

下河合子ども会 多賀小夏祭り   

山田草香子ども会 サマーキャンプ 28年度支援（2回目）  

住吉子供会 クリスマス会   

片浜子ども会 クリスマス会 26年度支援（2回目）  

仁井子ども会 クリスマス会 28年度支援（2回目）  

南あわじ市（１５） 松帆慶野子ども会 ドッジボール大会   

榎列小榎列子供会 クリスマス会 26年度、28年度支援（3回目） 支援終了 

榎列下幡多子供会 クリスマス会 26年度支援（2回目）  

榎列掃守子ども会 祭り   

八木上八木子ども会 クリスマス会   

神代南上子ども会 南上バーベキュー大会 27年度支援（2回目）  

三原志知子ども会 研修旅行 27年度支援（2回目）  

賀集立川瀬子ども会 クリスマス会 26年度支援（2回目）  

阿万中西子ども会 クリスマス会 22年度、27年度支援（3回目） 支援終了 

阿万四季の丘子ども会 夏休みお楽しみ会・クリスマス会 28年度支援（2回目）  

阿万上町子ども会 クリスマス会 22年度支援（2回目）  

阿万吹上子ども会 クリスマス会・お別れ会 23年度、28年度支援（3回目） 支援終了 



                                                              賀集鍛冶屋子供会 七夕祭・親子バーベキュー 26年度、27年度支援（3回目） 支援終了 

榎列山所地区子ども会 バーベキュー 28年度支援（2回目）  

榎列大榎列子ども会 クリスマス会 25年度、26年度支援（3回目） 支援終了 

 


