
単位（円）

事業決算額 決定助成額

平成30年8月4日～5日

中央市民会館 劇場

平成30年5月～平成31
年3月

越谷市内

平成30年5月1日～31日

越谷市内

平成30年10月21日

みどりの森公園

平成30年8月5日

水辺のまちづくり館　他

平成30年12月16日

サンシティホール（大
ホール）

平成30年5月1日（火）～
平成31年3月31日（日）

サンシティ（越谷ラーニン
グスタジオ）

平成30年9月30日

中央市民会館 劇場

平成30年10月21日

蒲生駅東口ロータリーか
ら蒲生駅入口交差点

平成30年10月6日

はかり屋

平成30年9月～平成31
年3月

能楽堂、北部市民会館

平成30年11月～12月

中央市民会館、ほっとこ
しがや

平成30年10月7日、平成
31年1月12日

出津自治会新集会所他

市民活動助成事業　小計 13 件 6,604,719 2,470,000

160,00013 南荻島まちづくりサポーター
河川敷地と公共施設の一体的利用で
地域の魅力アップ

200,350

市
民
活
動
助
成
事
業

160,000

12
認定NPO法人 男女共同参画こしが
やともろう

女性の心とからだのケアサポート事
業

160,307 128,000

11 いけ花・茶道 千好会 いけ花・茶道　はなみずき子ども教室 304,950

160,000

10 旧日光街道・越ヶ谷宿を考える会
越ヶ谷宿に残る歴史的建築物の保存
活用シンポジウム

106,000 81,000

9 がもうスマイルチーム がもうスマイルハロウィン 294,424

51,000

8 越谷市木遣保存会
越谷市木遣保存会創立35周年記念
公演「越谷の木遣」

661,053 300,000

7
特定非営利活動法人 救急医療の質
向上協議会

「その時何ができますか？」映像教材
から読み解く急変対応

64,907

43,000

6 サンシティ市民合唱団
サンシティ市民合唱団創立３０周年記
念演奏会「マタイ受難曲」

2,149,766 500,000

5
特定非営利活動法人 越谷ふるさとプ
ロジェクト

レイクタウンでデイキャンプ 54,752

4
特定非営利活動法人 越谷にプレー
パークをつくる会

お近くプレーパーク　inみどりの森公
園
～プレイカーがやってきた～

3
特定非営利活動法人 越谷市郷土研
究会

「越谷っ子のシビックプライド」のパン
フレットの刊行と配布

249,480 160,000

134,099 105,000

2,071,090 500,000

2 こしがや地域ネットワーク13
越ヶ谷宿成り立ちから現在までの早
わかり年表

153,541 122,000

1 劇団コシガヤン
オリジナルミュージカル　「ハピネス～
天使たちのクリスマス～」

№ 申請者 事業名 事業実施日
決定

平成３０年度越谷しらこばと基金助成事業一覧（H31.3現在）



事業決算額 決定助成額

平成30年4月10日～14日

愛知県

平成30年4月22日～28日

南アフリカ

平成30年4月20日～28日

南アフリカ

平成30年4月20日～28日

南アフリカ

平成30年7月27日～29日

兵庫県

平成30年9月28日～10月2日

静岡県

平成30年7月27日～29日

兵庫県

平成30年7月19日～22日

京都府

平成30年7月19日～22日

京都府

平成30年7月26日～29日

山口県

平成30年7月26日～29日

山口県

平成30年8月4日～5日

宮城県

平成30年11月22日～25日

愛知県

平成30年8月21日～24日

広島県

平成30年11月22日～25日

愛知県

平成30年10月13日～14日

新潟県

平成30年9月28日～10月1日

新潟県

平成30年11月2日～11月3日

宮城県

平成30年12月24日～28日

東京都

平成31年2月15日～24日

タイ

平成31年3月21日～23日

大阪府

平成31年3月23日～27日

千葉県

平成31年3月23日～27日

千葉県

スポーツ顕彰助成事業　小計 23 件 550,000

合計 36 件 6,604,719 3,020,000

50,000

23 Team ATLAS atlas BLOOM チアダンス 50,000

22 Team ATLAS atlas RISE チアダンス

21 横　江　美　咲 バトントワーリング 10,000

20 吉　岡　成　哲 デフフットサル 30,000

10,000

19 白　鳥　玲　菜 バドミントン 10,000

18 楡　原　愛　莉 卓球

17 越谷ＣＲＡＺＹ 軟式野球 50,000

16 山　本　茂　樹 ベンチプレス 10,000

10,000

15 山　本　裕　子 バドミントン 10,000

小　島　彩　那 テニス14

10,000

10,00012 寺　道　瑠　奈 空手

13 宗　像　忠　範 バドミントン

11 阿呆鳥 バレーボール 50,000

10 桃源郷 バレーボール 50,000

9 岩　﨑　圭　美 バドミントン 10,000

10,000

8 飯　田　真　依 バドミントン 10,000

10,000

50,000

30,000

4 長　尾　優　子 ベンチプレス 30,000

10,000

2 山　本　茂　樹 ベンチプレス 30,000

ス
ポ
ー

ツ
顕
彰
助
成
事
業

1 小　島　彩　那 テニス

6 ドリームスＫクラブ 　軟式野球

3 菅　谷　道　夫 ベンチプレス

5 芝　田　悠　進 卓球

7 楡　原　大　翔 卓球

№ 申請者 種目 開催日程・開催場所
決定


