
顕彰年度 活 動 分 野 活動地区

芳賀地区ボランティア連絡会 福祉 旧市内

三穂田地区母子愛育班 福祉 三穂田

柳橋歌舞伎保存会 伝統・文化 中田

藤田川ふれあい桜保存会

藤田川を守る会

郡山市おはよう市場運営協議会 産業 旧市内

ブルーベリー研究会 産業 中田

磐梯熱海開湯太鼓保存会 伝統・文化 熱海

湖南地区各小中学校（全７校） 環境 湖南

安積町商工会青年部 / 婦人部 地域活性化その他 安積

小泉地区白鳥を守る会 環境 富久山

湖南高原新そばまつり実行委員会 産業 湖南

柿ノ口をよくする会 地域活性化その他 三穂田

豊景神社の太々神楽保存会 伝統・文化 富久山

５町内連絡協議会 福祉 安積

ちびっこうねめまつり実行委員会 地域活性化その他 旧市内

ふくやま夏祭り実行委員会 地域活性化その他 富久山

逢瀬ゆめくらぶ 産業 逢瀬

岩代國郡山うねめ太鼓保存会 伝統・文化 片平

音路太子堂三匹獅子舞保存会 伝統・文化 富田

富久山町社会福祉少年団 福祉 富久山

大槻町鎌倉池白鳥を守る会 環境 大槻

夕焼け市運営協議会 産業 田村

逢瀬町史談会 伝統・文化 逢瀬

小原田甚句保存会 伝統・文化 旧市内

根木屋区 地域活性化その他 西田

巳六団子供会 / 鎗ケ池子供会 環境 安積

富久山地区ボランティア連絡会 福祉 富久山

富岡唐傘行灯花火大会 伝統・文化 三穂田

湖南町史談会 伝統・文化 湖南

香久池公園保勝会愛護協力会 環境 旧市内

アキ託老会 福祉 旧市内

アジア・インフォメーション・センター 国際交流 旧市内

H10

（６）

H11

（５）

H９

（５）

郡山市地域おこし顕彰事業（H６～H19）顕彰団体一覧 

H７

（５）

H８

（６）

団　　体　　名

喜久田

H６

（６）
環境



顕彰年度 活 動 分 野 活動地区

郡山市地域おこし顕彰事業（H６～H19）顕彰団体一覧 

団　　体　　名

紅枝垂地蔵桜保存会 環境 中田

芹沢大凧揚げどんと焼き保存会 伝統・文化 西田

逢瀬川を愛する会 環境 富久山

下守屋「水と桜」を守る会 環境 三穂田

くるみ会 福祉 旧市内

国際交流の会「かるみあ」 国際交流 旧市内

郡山地酒会 産業 旧市内

照内川愛護会 環境 富久山

西田地区ボランティア連絡会 福祉 西田

郡山市大町商店街振興組合 地域活性化その他 旧市内

郡山東部ニュータウン朝市運営協議会 産業 中田

郡山農業青年会議所 産業 旧市内

海老根伝統手漉和紙保存会 伝統・文化 中田

木之宮神社十二神楽保存会 伝統・文化 熱海

小山田地区あかざの杖つくり交友会 地域活性化その他 大槻

西田夕焼け市運営委員会 産業 西田

かぶきの里創り振興協議会 伝統・文化 中田

大槻町青年協議会 伝統・文化 大槻

富田町史談会 伝統・文化 富田

湖まつり実行委員会 地域活性化その他 湖南

田母神自然愛護会 環境 田村

大槻川愛護会 環境 大槻

湖南地区ボランティア連絡会 福祉 湖南

富久山町老人クラブ連合会小泉茶話会 福祉 富久山

アンパンマンサークル 福祉 片平

久留米押し絵クラブ 伝統・文化 旧市内

高柴デコ祭り実行委員会 伝統・文化 西田

梅沢花笠おどり保存会 伝統・文化 日和田

田村神社太々御神楽保存会 伝統・文化 田村

柳橋菅布弥神社太々神楽保存会 伝統・文化 中田

西田こまち太鼓愛好会 伝統・文化 西田

八幡ばやし保存会 伝統・文化 旧市内

熱海史談会 伝統・文化 熱海

みたて食ってみねえ会 地域活性化その他 中田

浄土松公園祭り実行委員会 地域活性化その他 逢瀬

H15

（５）

H16

（15）

H12

（５）

H13

（５）

H14

（５）



顕彰年度 活 動 分 野 活動地区

郡山市地域おこし顕彰事業（H６～H19）顕彰団体一覧 

団　　体　　名

守山史談会 伝統・文化 田村

逢瀬川ふれあい通り実行委員会 環境 富田

湖南高原そば振興組合 産業 湖南

中田生活学校 地域活性化その他 中田

七日堂市実行委員会 地域活性化その他 旧市内

中田町郷土史研究会 伝統・文化 中田

安積地区ボランティア連絡会 福祉 安積

逢瀬いなか体験交流協議会 地域活性化その他 逢瀬

遊友の会 地域活性化その他 田村

蓬山クラブ 地域活性化その他 熱海

糠塚獅子舞保存会 伝統・文化 田村

合唱団はもる・かい 伝統・文化 安積

富田町第三区河川愛護会 環境 富田

大槻東方部福寿会 福祉 大槻

ボランティア日本語倶楽部 国際交流 全市

郡山中央商店街振興組合 地域活性化その他 旧市内

長者通り商店街 地域活性化その他 旧市内

H19

（７）

H17

（５）

H18

（５）


