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名称 内容 日時・場所 定員・費用 申し込み・問い合わせ

第３回体感
講演会
ゆっくり学
びたい
子どもたち
のために

寺島明子さん（自然ラン
ド・バンバン代表）と、浦
野典子さん（ケアガーデン
結家代表）が多くの子ども
たちと接した実体験をもと
に、家族や学校で実践で
きる療育に関することを分
かりやすく話します。

日：10月４日（日）
午前 10時～正午

場：碌山公園研成ホール

定：50人
費：500円

問：ケアガーデン結家サ
ポ ー ト ク ラ ブ　（
87・0230）
※託児あり（１人 300
円）。希望者は 9月 20
日（日）までに申し込
みください。

安曇野の自
然と文化を考
える会
創立 20 周年
を飾る特別
企画展・発
表会

髙山晃画家の「母と子のシ
リーズ」等７つの特別企画
展を組み「安曇野に虹の架け
橋」を合言葉に10月9日～
11日開催します。25日は平和
への願いを込めて朗読劇な
どステージ発表を行います。

日：10月9日（金）～11日（日）
午前９時～午後５時
（11日は午後３時まで）
：10月25日（日）
午後１時30分～４時

場：穂高交流学習センター
「みらい」

費：無料
※ 25 日（日）のステー
ジ発表のみ入場料500
円が必要

※ 10 日、11 日は前庭
でリンゴなど地産地消
もあります

申：10月９日～ 11日の企
画展は平田さん（安曇
野の自然と文化を考え
る会）  82・4778へ、
25日のステージ発表は
西山さん 82・7290
へ問い合わせください。

ひきこもり家
族教室

家族だけで悩んでいませ
んか。同じ悩みを抱いて
いる家族同士で語りあっ
たり、ひきこもりに関す
る正しい知識や家族の対
応の仕方について学んで
みませんか。

日：第１回　10月29日（木）
第２回　11月27日（金）
午後１時～３時 30分

場：松本保健福祉事務所
測定室（松本合同庁
舎内１階）

対：「社会的ひきこもり」
とされる状態にある人
の家族で、２日間のプ
ログラムを継続して受
講可能な人

※「社会的ひきこもり」の詳
細は問い合わせください。

問・申：10 月 7 日までに
長野県精神保健福祉セ
ンター（ひきこもり支
援センター）へ電話で
申し込みください。
026・227・1810

55 歳からの
技能講習会
「警備業務講
習会」

ハローワークに求職登録
している人を対象に、技
能講習や面接会を行う再
就職支援事業です。

日：11月 11日（水）～ 26
日（木）の間で 8 日間
実施

場：豊科ふれあいホール
ほか

定：20人
対：ハローワークに求職
登録している 55 歳以
上の人

費：無料

問・申：９月28日（月）から
10月29日（木）までに、
安曇野シルバー人材セ
ンター（ 72・5800）
または、ハローワーク
松 本（ 27・0111）
へ申し込みください。

　ふるさとの歴史、風土を学ぶバスツアーの参加者
を募集します。今回は筑北村を中心に、千体以上も
の石仏、木像を祀っている修那羅石仏群等を見学し
ます。
●日時　　10 月 29 日（木）午前８時～午後５時
（集合午前７時 30 分）※雨天決行
●集合・解散場所　ＪＲ松本駅アルプス口
●対象　　松本地域（松本市、塩尻市、安曇野市、

東筑摩郡）に住んでいる人
●定員　　 80 人（申し込み多数の場合は抽選）
※抽選結果は 10 月 19 日（月）発送予定
●費用　　 １人 2,000 円（昼食代、施設入館料含む）
●申し込み 10 月 13 日（火）までに往復はがきに住
所・氏名・年齢・電話番号を記入し、松本広域連
合ふるさと探訪係（〒 390-1401 松本市波田 4417-
1）まで郵送してください。（当日消印有効）
※家族・友人等で申し込む場合は、同一ハガキに必
要事項を記入し、申し込みください。
問松本広域連合事務局　福祉・地域課ふるさと担当
　 87・5461　 87・5462

市制施行10周年記念事業

ふるさと再発見リレーウオーク
松本広域連合

第 42回ふるさと探訪募集 募集

募集 募集

　市役所本庁舎、各支所を基点に、２日間かけて
約 25㌔をウオーキングします。市内各所に設置した
チェックポイントを巡り、安曇野の魅力を再発見しま
す。昼食はぬかくどで炊いたおにぎりを味わいます。
●日時　　１日目  10 月 31 日（土）

①正午～午後３時 30 分
②午前９時～午後３時 30 分
２日目　11 月３日（火）
③正午～午後３時 30 分
④午前９時～午後３時 30 分

●集合場所　①穂高支所　②堀金支所　③三郷支所
　　　　　　④市役所本庁舎
　　　　　　※コースの詳細は問い合わせください。
●募集期間　９月 18日（金）から 10 月 8日（木）まで
●定員　　　各コース 150 人
●申込方法　地域づくり課へファクスまたはメール
で参加者氏名、生年月日、住所、電話番号をお知
らせください。（１日でも参加できます）
問地域づくり課まちづくり推進係
　 71・2494　 72・3176
　chiikizukuri@city. azumino. nagano. jp

県烏川渓谷緑地公開学習会

からすの学校 ～烏川渓谷の山道を歩く～

　烏川渓谷緑地を離れ、古人
達が通った古い道を歩きなが
ら自然観察を行います。

●日時　　　10 月 17 日（土）
　　　　　　午前９時～午後３時
　　　　　　予備日 10 月 18 日（日）
●集合場所　申し込み時にお知らせします
●講師　　　浅川行雄さん（地域環境研究室） 
●参加条件　烏川渓谷緑地上流域を約８㌔歩きま
　　　　　　す。健脚向き、山歩きに慣れた人
●費用　　　500 円 
●持ち物　　昼食、飲み物、雨具等
●定員　　　25 人（先着）
●申し込み　９月16日（水）午前８時30分から電話・
ファクス・メールで受け付けします。

問県烏川渓谷緑地　環境管理事務所　  73･0203
　 karasu@anc-tv.ne.jp

松本広域連合

スポーツ吹矢教室
　健康づくり事業の一環として、スポーツ吹矢教室を
開催します。スポーツ吹矢は、円形の的をめがけて息
を使って矢を放ち、その得点を競うスポーツです。
●日時　　第１回　10月 22日（木）午後１時～３時
　　　　　第２回　10月 23日（金）午後１時～３時
●場所　　松本市総合体育館サブアリーナ
●講師　　鈴木健一さん（一般社団法人日本スポーツ

吹矢協会　松本アルプス支部）
●対象　　松本地域（松本市、塩尻市、安曇野市、

東筑摩郡）に住んでいる人
●定員　　各回 70 人（申し込み多数の場合は抽選）
※抽選結果は、10 月９日（金）以降に連絡予定
●持ち物　　上履き、準備体操ができる服
●申し込み　10 月２日（金）までにはがきに住所、

氏名、電話番号、参加希望日を参加人数
分記入し、松本広域連合スポーツ吹矢
教室係（〒 390-1401 松本市波田 4417-1）
まで郵送してください。（当日消印有効）

問松本広域連合事務局　福祉・地域課 ふるさと担当
　 87・5461 　 87・5462

第 47回　安曇野観光草競馬大会

緑のまちづくり講演会

問 観光交流促進課観光交流促進係
　 71・2000（代）　 72・1340

問 都市計画課公園緑地係 
　 71・2249　 72・3569

　安曇野の秋の風物詩として親しまれている安曇野観光草競馬大会を開催します。当日は、
県内外から約50頭の競争馬・ポニー・中間種・農耕馬・速歩馬などが出走し、白熱したレー
スが展開されます。また、物産の販売や小動物とのふれあい体験などもあります。
●日時 ９月 27 日（日）雨天決行（順延なし）
 午前９時 30 分～ 予選レース
 午前 11 時 30 分～ 開会式
 正午～ アトラクション（ポニーの乗馬体験）
 午後１時～ 決勝レース
●場所　　市営牧運動場
※会場周辺は駐車場がないため、西穂高運動場から無料シャトルバスを運行します。（午前９時～午後４時）

　本年度から平成 28 年度にかけて「緑の基本計画」を策定します。
策定にあたり、緑のまちづくりについて考える講演会を開催します。
緑を守り、育てていくためにはどうしたらよいか、この機会に一緒に
考えてみませんか。
●日時　　10 月３日（土）午後２時～４時（開場　午後１時 30 分）
●場所　　穂高交流学習センター「みらい」多目的交流ホール
●講師　　進

し ん じ

士五
い そ や

十八さん（東京農業大学名誉教授・元学長）
●内容　　テーマ「まちにおける緑の役割とは～安曇野の緑を考える～」
●参加費　無料　　　　●定員　200 人
●申し込み　不要

日  ＝日時　場  ＝場所　定  ＝定員　対  ＝対象者　費  ＝費用　持  ＝持ち物
申  ＝申し込み　問 ＝問い合わせ　受  ＝受付

講師紹介　東京農業
大学名誉教授・元学
長／農学博士（環境
学・造園学）これま
でに日本都市計画学
会会長、日本造園学
会会長、日本野外教
育学会会長、日本学
術会議環境学委員長
などを歴任。

分

室
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