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福岡線限定！　信州まつもと空港福岡線
複便化利用促進助成金交付制度 安曇野オフネ祭り

第 1 回安曇野の自然まるわかり観察会 県烏川渓谷緑地【公開学習会】

福岡便を往復で利用する人に助成金を交付します。
家族、友人で楽しい空の旅に出掛けませんか。
●対象となる搭乗期間　搭乗日が 4 月１日（金）〜 6

月 30 日（木）
●助成金額　2 人以上の同メンバー、同便での利用で

１人あたり往復 5,000 円
●申請期限　7 月 11 日（月）
●申請方法　旅行終了後、所定の申請書に人数分の搭

乗券の半券を添付し、観光交流促進課窓口へ提出し
てください。申請書は市ホームページからも入手で
きます。

●その他　（1）団体券は対象外です。（2）予算額に達
した時点で締め切ります。（3）路線要件　信州まつ
もと空港からの出発にて福岡便を同メンバー、同便
にて往復利用すること。（4）信州まつもと空港地元
利用促進協議会に加盟する市町村にお住まいの人
または通勤・通学する人。

問観光交流促進課ブランド推進担当
471・2053　672・1340

　地域や保存会により伝承され、県および市無形民俗
文化財に指定されているオフネを 4 艙

そう

展示する「安曇
野オフネ祭り」を穂高神社の式年御遷宮の期間に合わ
せて開催します。
●期間　5 月 1 日（日）〜 15 日（日）

午後 8 時までライトアップ実施
※ 4 月 16 日（土）〜 30 日（土）の土日祝日を中心に

オフネを会場で作製します。ぜひご覧ください。
●場所　穂高神社 北神苑
●内容　オフネの展示
　・重柳八幡宮祭り保存会　・穂高睦友社
　・岩原祭典保存会　・荻原若貴連
●交通　期間中の土日祝日には青木花見産業団地か

ら無料シャトルバスを運行します。
　・運行日　5 月 1、3、4、5、7、8、14、15 日
　　運行は、午前 9 時 40 分〜午後４時

問観光交流促進課観光交流促進係
471・2054　672・1340

安曇野の豊かな自然を肌で実感できる自然観察会
を開催します。
●日時　5 月 28 日（土）午後 7 時 30 分〜 9 時
●場所　明科地域　長峰山天平の森天文台
※悪天候時は中止
●講師　天平の森天文同好会
●対象者　市内在住の人
　　　　　（小学生以下は保護者同伴）
●費用　無料
●定員　30 人（先着順）
●内容　春の星座や火星、木星などの身近な惑星を大

型望遠鏡を用いて観測するほか、大気をきれいにす
る森林の働きについて学びます。

●申し込み　4 月 25 日（月）午前 9 時から電話で環
境課まで申し込みください。

問環境課環境政策係　471・2492　672・3176

夏鳥を観察し、声の特徴などを学びます。
●日時　5 月 21 日（土）午前 9 時〜 12 時 （受付 8 時

30 分〜）
●場所　水辺エリア　環境管理事務所
●定員　先着 25 人
●講師　大村洋一氏（信州野鳥の会会員）
●参加料　無料
●持ち物　筆記用具、双眼鏡、図鑑、飲み物など

希望者へは双眼鏡の貸出し有り
●申し込み　4 月 23 日（土）から受付開始　電話 ･ ファ

クス ･ メールにて申し込みください。

問長野県烏川渓谷緑地環境管理事務所
4・673・0203
mkarasu@anc-tv.ne.jp

名称 内容 日時・場所 定員・費用 申し込み・問い合わせ

はじめての中国語

中国語や中国の文化を身近に感じ、中
国観光客と簡単なコミュニケーション
がとれることを目指します。

日：５月 13 日～７月 15 日
毎週金曜日、全 10 回、
午後７時～８時 30 分

場：堀金支所３階会議室３

定：15 人
費：受講料 3,000 円

（全 10 回）（教科書代は
別途）欠席の際返金なし

申：あづみの国際化ネッ
トワーク（AIN）代表
丸山さん（携帯 090・
1869・9547）

安曇野さんぽ2016 春

安曇野の原風景を巡る「ふるさとさん
ぽ」３コースと里山を巡る「さとやま
さんぽ」１コース。歴史文化を学びな
がら安曇野の魅力を体感するガイドウ
オークです。詳しくは公式サイトをご
覧ください。
uhttp://azumino-furusato.com

日：ふるさとさんぽ５月 14
日（土）、29 日（日）６月
11 日（土）午前９時～午
前 11 時 30 分　さとやま
さんぽ６月５日（日）午前
９時～午後２時

場：市内

定：各コース 15 人
費：1,000 円（中学生以上

は無料）事前申込が必要
です。

問：NPO 法人安曇野ふ
るさとづくり応援団
481・1325

（平日午前 9 時～午後 6
時）

信州大学医学部地域
保健推進センター健
康講座「みんなで知
ろう！認知症」

認知症は、現在大きな社会問題となっ
てきています。これを機会に認知症へ
の理解を深めましょう。皆さんの参加
をお待ちしています。

日：５月 24 日、６月７日、
21 日、７月５日、各火曜日、
全４回　午後６時～７時

場：信州大学医学部地域保健推
進センター３階多目的講義室

定：なし
対：一般

問：信州大学医学部保健
学科学務第２係・丸山

（437・2356）

マレットゴルフ初心者
講習会

年齢に関係なく、同好者との交流を楽
しみながら体力の向上を図れるマレッ
トゴルフを始めませんか。初心者のた
めの講習会です。

日：６月１日（水）・８日（水）
　（全２回）

午後１時～午後３時
場：６月１日（水）穂高総合

体育館
６月８日（水）権現宮マレ
ットゴルフ場

対：一般初心者
定：10 人
費：1,000 円
※ボール、スティックは、

お持ちでない人には貸し
出します。

申：権現宮マレットゴル
フ場 482・0097　
または　市体協事務局
488・3516

受付：5月1日（日）～31日
（火）の午前中

弓道教室

弓道に興味をお持ちの皆さんは参加く
ださい。技術、作法等基本から学びます。
県弓道連盟安曇野支部の会員が指導し
ます。夜の部は特に高校生の皆さんを
歓迎します。

日：５月 17 日（火）～７月
５日（火）の火曜日・金曜
日（全 15 回）
昼の部　午前９時 30 分～
11 時 30 分　夜の部　午
後７時～９時

場：豊科弓道場

対：昼の部　一般
夜の部　高校生以上

定：昼の部　10 人
　　夜の部　20 人
費：4,000円（全15回で保険

料を含む）
持：足袋、運動のできる服

装

申：市体協弓道部・丸
山萬佐巳さん 473・
3885 または　市体協
事務局 488・3516

受付：４月 27 日（水）～
５月８日（日）

安曇野ちひろ美術館
日ごろの感謝を込めて、安曇野市民を対
象とした入館無料デーです。住所を確認
できるものをお持ちください。

日：５月８日（日）
午前９時～午後６時

対：安曇野市民
費：無料
持：住所の分かるもの

問：安曇野ちひろ美術館
40261・62・0772　
60261・62・0774

各種情報
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＝問い合わせコーナー

信州安曇野ハーフマラソン
沿道応援企画・団体募集

安全登山講座 ｢あなたの登
山体力、知っていますか？｣

ロゴマーク｢朝が好きになる街
　安曇野｣ピンバッジ発売

第 2 回信州安曇野ハーフマラソン
の大会当日、沿道でランナーを応援
する応援企画や団体を募集します。
●日時　6 月 12 日（日）

午前 9 時頃〜正午頃まで
●場所　市内コース沿道各所
●内容　▷楽器の演奏、歌や踊

りなどによる応援▷書画など
による応援メッセージの掲示
など（応援内容は気軽にご相
談ください。）

●参加条件等　原則として市内
で活動する団体であること。
コース沿道までの移動や必要
物品の運搬などは実行委員会
では行いません。当日の実施
場所は指定します。

●申し込み　5 月 18 日（水）ま
でに、電話で申し込みくださ
い。（時間は、午前 8 時 30 分
から午後 5 時まで）

問信州安曇野ハーフマラソン
　実行委員会事務局（市役所内）
　（472・2239　672・1340）

長野県山岳総合センターによ
る「山のグレーディング」と自
分の ｢登山体力のグレーディン
グ｣ を学ぶ安全登山講座です。
●日時　5月11日（水）午後 7 時

〜午後 9 時
●場所　松本市あがたの森文化

会館　大会議室
●申し込み　不要
●参加費　無料
●服装　動きやすい服装・靴
●問い合わせ先　長野県山岳
　総合センター

大町市大町8056－1　
40261・22・2773

問観光交流促進課
ブランド推進担当

471・2053　672・1340

市観光協会では、安曇野市の
新しいロゴマーク ｢朝が好きに
なる街　安曇野｣ のピンバッジ
を販売しています。市の宣伝と
合わせて、さまざまな用途にご
利用ください。
●金額　１個　350円
●販売場所　市観光情報センター
（JR 穂高駅前　安曇野市穂高
5952 番地 3）482・9363

※市内事業者または団体で、まと
めて購入を希望される場合は
観光交流促進課まで問い合わ
せください。

問観光交流促進課ブランド推進
担当　471・2053  672・1340


