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支部 グループ名 代表者 事務局 グループ名 代表者 事務局

佐久 酒呑み百姓の会　　　 下崎眞澄 跡部裕之 内山キラキラプロジェクト 若山ゆき 若山ゆき

21 北国街道小諸宿の会　　　　 牧野直人 清水克彦 まちづくり協議会みよた 味木美隆 依田俊一

NPO法人　東洋医学研究所 水嶋丈雄 須崎貴美 一般財団法人　川上村振興公社 川上芳夫 遠藤千早

信州佐久　うぐいすの森 佐山徳太郎 佐山徳太郎 大石花ももの里実行委員会 島﨑規子 島﨑規子

こうみ塾　　　 古谷恒晴 中嶋　実 立科女神湖妖精祭実行委員会 土屋えりか 土屋えりか

協西えいっこの会 栁沢四郎 清水　清 EcoFutureCenter@Karuizawa 佐藤建吉 佐藤建吉

万年青年団グリ－ンウエイブ　　　 小林正高 峯村厚良 一般社団法人長野県建築士会佐久支部 荻原　白 萩原佳代子

NPO法人 健康工房SAKU 片桐孝子 片桐孝子 東信州雪合戦協会 木曽　茂 桜井雄一

NPO法人 信州ふるさとづくり応援団 石井吉正 石井吉正 佐久昔ばなし大学語り研究会 三石けさ江 三石けさ江

望月教育プラットホーム 竹花英夫 竹花英夫 特定非営利活動法人お仕事チーム 江村　喜明 江村　喜明

NPO法人　望月まちづくり研究会 竹内健治 竹内健治

上小 子育て応援団「ぱれっと」 宮尾秀子 宮尾秀子 青木村義民太鼓保存会　　　　 宮入貞嘉 宮入貞嘉

14 ヤマンバの会 加藤千砂人 村山　隆 信州上田千曲川少年団 竜野秀一 竜野秀一

十勇士クラブ　　　 竹内浩司 斎藤史郎 NPO法人　食と農のまちづくりネットワーク 伊藤友江 伊藤友江

ずくだせネット 中澤信敏 中澤信敏 信州・青木村100の会 沓掛正一 沓掛正一

安曽望会 関田　裕道 堀内光信 NPO法人 ＵＦＭ 池松勇樹 竹内　充

古田睦美 古田睦美 古田睦美 リラクオーレ『あしたへ続く、心豊かな暮らし方』を信州から。 篠原暢夫 篠原暢夫

長門林業後継者グル－プ 井出正三 井出正三 中村至孝 中村至孝 中村至孝

諏訪 諏訪湖手作りカヌーの会 伊藤孝男 寺田祥一 環境会議・諏訪 塩原　俊 塩原　俊

17 NPO法人　農と人とくらし研究センター 片倉和人 片倉和人 NPO法人 維新塾 中島秀明 林　靖久

カラマツストーブ普及有限責任事業組合 清水　馨 小林哲郎 すわまちくらぶ運営協議会 小口秀孝 河原喜重子

発達障害児・者及び家族支援の会シーズ 武山弥生 大木　斉 特定非営利活動法人　八ヶ岳福祉農園 毛塚郁夫 毛塚郁夫

原村薬草研究会 平出サトコ 平出サトコ 環境団体　諏訪湖浄化推進「和限」 中村義幸 中村義幸

NPO法人　サポートＣ 原　房子 原　房子 宮川「くらの会」 伊藤正博 伊藤正博

くらフォーラムin八ヶ岳 宮坂孝雄 朝倉　清 ふるさと文化を語り継ぐ会 朝倉　清 朝倉　清

命と絆をつなぐ会 平出彰子 平出彰子 原村ねこの手サービス運営委員会 田中今朝喜 原村社会福祉協議会

諏訪自然塾 清水　馨 松本修二

上伊那 NPO法人　市民活動サポートセンター南信 奥村伸枝 若林敏明 NPO法人 信州田舎暮らし研究所 有賀茂人 有賀茂人

22 三峰川みらい会議 織井秀夫 稲辺謙次郎 伊那市観光協会 白鳥　孝 宮澤正己

天竜ずくだし倶楽部　　　　 瀬戸富雄 長島　功 公益財団法人 上伊那産業振興会 向山公人 伊藤憲明

田畑半沢を愛する会 植田光夫 植田光夫 西春近自治協議会 橋爪俊夫 北林　太

さわそこ里山資源を活用する会 有賀　勝 有賀茂人 NPO法人　山の遊び舎はらぺこ 阿部大輔 久保裕美

梅が里ギャラリー手づくり屋 三浦敏夫 三浦典子 山寺活性化協議会 大槻　明 大槻　明

一般社団法人　井上井月顕彰会 堀内　功 平澤春樹 上牧区 平島秀三 大野田文吉

こまがね市民活動支援協会 鈴木　明 倉田正清 上伊那郷土研究会 伊藤一夫 清水　満

一般社団法人　エコツアー杜のなか 小林正明 小林正明 あつい！こまがね 原　正彦 原　正彦

信州・天竜川どんぶり街道の会 今野利明 北原英之 竹の会　夢里人 米山正克 澤田雄介

蟻塚城跡保存会 諸田　秀 桜井裕記 ＮＰＯ法人伊那里イーラ 下平洋一 小林正明

下伊那 ひさかた風土舎　　　　 長谷部三弘 橋爪　学 天龍村柚餅子生産者組合 関　京子 関　福盛

10 大平宿をのこす会 井坪 修 羽場崎マス子 農事組合法人　増野 平栗光茂 寺沢茂春

柿野沢農家組合 宮内博司 宮内　雅 多田聡 多田　聡 多田　聡

遠山郷まちけん 鈴木　理 岩瀬憲司 NPO法人　南信州野生動物研究会 佐藤彰一郎 佐藤彰一郎

まつり創造集団　結衆大地 佐々木　清 荻原信男 一番清水の会 野村和男 阿智村清内路振興室

木曽 がったぼ会　　　　 稲垣　康 大目富美雄 木曽星の会 清水　醇 清水　醇

5 開田高原倶楽部 坂口和芳 大目富美雄 美しき里わんぱく村 巾　恒美 巾　恒美

公益財団法人　妻籠を愛する会 小林俊彦 藤原義則
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支部 グループ名 代表者 事務局 グループ名 代表者 事務局

松本 NPO法人　まちづくり研究会STM 三浦　憲 三浦　憲 NPO法人 e-MADO病気のこどもの総合ケアネット 中村友彦 滝沢正臣

9 NPO法人　情報ネットワーク・自然所 砂原清志 砂原清志 特定非営利活動法人えんのわ 生田和徳 田村恵子

愛ぶん塾 福島昭子 伊東　勉 特定非営利活動法人長野サマライズ・センター 宮野美晃 小笠原恵美子

やまがた風土考房 中村　健 中村　健 生きづらさを抱える人の交流会・あずさの会 石井健太郎 上村聡美

NPO法人わおん 山田　勇 山田直美

大北 栂池高原観光協会 相澤由章 相澤由章 原始感覚美術祭実行委員会 池田武司 杉原　信幸

5 NPO法人　白馬スノースターズスポーツ倶楽部 国本重夏 国本重夏 特定非営利活動法人ぐるったネットワーク大町 佐藤　悟 鈴木　雪佳

白馬五竜観光協会 下川信敏 佐藤文生

長野 シャワーの会 芋川恵子 芋川恵子 アーチスト・イン・レジデンスin善光寺界隈 木村　仁 木村　仁

30 小布施創造の会 久保田玲子 久保田玲子 信州さらしな月の里唄実行委員会 並木眞人 並木眞人

小布施景観研究会 久保敏幸 久保敏幸 長野市信更地区住民自治協議会 三沢昭夫 小山知佐子

(株)ア・ラ・小布施 内坂　徹 関　ちひろ 母さんの玉手箱本舗 黒岩孝喜 岩田貴司

大わらじ委員会 宮本　暢 宮本和義 ながの協働ねっと 三田今朝光 廣田宣子

稲荷山地区まちづくり推進会議 山崎栄一 小林法幸 長野市鬼無里地区住民自治協議会 原山正昭 吉田廣子

信州須坂風土舎 久保田光枝 丸山久子 Happy Spot Club 高山さや佳 亀垣嘉明

信州須坂町並みの会 丸山久子 丸山久子 まちの縁側育みプロジェクトながの 内山二郎 西沢淑恵

ながの未来塾 酒井哲夫 大田敬壹 長野市の観光と物産展実行委員会 今井克明 今井克明

NPO法人　夢空間松代のまちと心を育てる会 香山篤美 三田今朝光 長野市地域女性ネットワーク 柳原静子 吉田廣子

企業組合 労協ながの 青木　健 原山政幸 長野県地域リーダー協議会 青木猛治 寺澤孝一

NPO法人　飯綱高原よっこらしょ 志村雅由 山室秀俊 戸隠再考プロジェクト 里野晋吾 曽根原　功

屋代を語る会 宮下紘一 宮下紘一 NPO法人　元気お届け隊 長浦とし子 長浦とし子

F.C.長野RAINBOW 中沢　医 黒岩芳広 特定非営利活動法人ワーカーズコープかがやき 鈴木　友子 新井　厚美

長野市七二会地区住民自治協議会 鈴木　学 石坂隆男

尾倉沢古道の会 今井房男 田畑邦昭

北信 小菅の里づくり委員会 鷲尾恒久 望月　武 北原区ふるさと暮らし支援委員会 藤木義博 出澤俊明

9 菜の花さかせるかい 大平孝之 大平孝之 飯山有機の里研究会 服部秀人 栗岩善昭

いいやまＮＰＯセンター 髙橋政幸 丸山理恵 合同会社小滝プラス 樋口正幸 樋口正幸

飯山倶楽部 服部秀人 内堀真知子 いいやまブナの森倶楽部 渡辺隆一 高野賢一

NPO法人　信越トレイルクラブ 小山邦武 高野賢一
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