
 

 

 

 

 

つながりひろがる地域づくり事業交付金の 

交付団体が決まりました！ 

市では、支え合う地域社会を目指し、市民活動団体（区・ＮＰＯ・ボランティア団体など）が、

自主的で主体的に取り組む、地域に根ざした市民活動事業を支援し、幅広い市民活動の輪が広が

ることを目的に「つながりひろがる地域づくり事業補助金」を交付しています。 

 

平成２９年度は、１９団体の事業が採択され５月２５日に公表されました。交付金の総額は 

２，４７２，０００円で協働のまちづくりを進める諸団体の活動資金として活用されます。 

補助金は区、自治会などのコミュニティーを活性化する「地域型組織」と活動のテーマを決め

てまちづくりを進める「目的型組織」に合わせて申請する様になっています。様々な助成金があ

る中で安曇野市を基盤に活動する市民団体には最も身近なもので、多くの団体が活用しています。 

交付交付交付交付決定決定決定決定団体団体団体団体 

平成２９年度は、１９団体（地域型組織９団体、目的型組織１０団体）の事業が採択されました。 

【【【【地域型組織地域型組織地域型組織地域型組織】】】】 

◆上鳥羽区自主防災会◆下鳥羽区公民館◆上押野区◆アルプス区高齢化を考える会 

◆古厩区◆橋爪シニア倶楽部◆三田体験農場◆飯田区お祭りを楽しむ会◆穂高区西原常会 

【【【【目的型組織目的型組織目的型組織目的型組織】】】】 

◆熊倉春日会（老人クラブ）◆NPO 法人からだ堂◆安曇野で暮らすように泊まる実行委員会 

◆安曇野ドリンクフェスタ実行委員会◆子どものための音楽会実行委員会◆豊科商店連合会 

◆食の寺子屋給食部◇セニョール＆セニョリータ◆NPO 法人川の自然と文化研究所 

◆地域で共に生きようフェスティバル実行委員会 

事業の事業の事業の事業の分野分野分野分野 

採択された事業のテーマは大凡次のようになっています。 

◆住民や世代間の交流…4 団体◆高齢者の居場所づくり…３団体◆農業と食の安全…３団体 

◆地域の歴史・文化の継承…２団体◆産業振興…2 団体◆防災…２団体◆芸術振興…１団体 

◆障がい者の居場所づくり…１団体◆観光振興…１団体◆環境保全…１団体 

ごごごご活用下さい活用下さい活用下さい活用下さい 

 活動資金の調達を検討している場合は市民活動サポートセンターへご相談ください。 

安曇野市の補助金以外にも、次のような助成金情報が届いています。また、時期ごとに様々な情

報が入りますので、サポートセンターにお立ち寄り下さい。 

●Panasonic-NPOサポートファンド 【募集期間２０１７年７／１４～７／３１】 

●あいちモリコロ基金       【募集期間２０１７年５月下旬から６／３０】 
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レポート 

栽培技術を学び、体験談を聞きました栽培技術を学び、体験談を聞きました栽培技術を学び、体験談を聞きました栽培技術を学び、体験談を聞きました 

５/２０ 春の野菜づくり講演会（安曇野市との協働事業）  

■ 主催  安曇野物語を創る会 ■ 場所  堀金公民館 

安曇野をもっと元気にする会はこの度「安曇野物語を創

る会」として飛躍しました。 

今回は提案の 1つとして、ここ安曇野であればこそ実現

できる｢豊かな田園生活、ガーデンファーム」の過ごし方

を、野菜栽培技術の知識と実践されている体験発表を通じ

て皆さんに知っていただき、より一層健康な暮らしを送っ

ていただきたくガーデンファームを楽しむ人の｢春の野菜

づくり講演会｣を開催し 70名を超える市民にご参加いた

だきました。 

講師に元長野県農業試験場研究員として活躍されていた吉田清志さんをお招きして当地に相応

しい栽培技術を学ぶとともに穂高有明で苦労しつつ荒廃農地をガーデンファームに作り替え、今

では多くのお友達と交流を楽しむ杉下久子さんに｢私のガーデンファーム」、堀金で｢ハーブのあ

る暮らし」を実践されている長澤雅子さんのお二人に体験発表をしていただきました。 

長寿の長野県にあって健康寿命を伸ばし生活の質の充実をはかることは地域社会のおおきな課

題となっています。家庭菜園を楽しみながら地域に定着してきた『前栽畑（せんぜばたけ）』を

見直すことで豊かな暮らしを発信し、地域の交流が促進されることが期待されます。 

安曇野物語を創る会 細川 博水 

歌と踊りで深まった絆歌と踊りで深まった絆歌と踊りで深まった絆歌と踊りで深まった絆 

５/２８  ２０１７・なみえ絆フェスティバル「つなごう日本 山人・里人の詩」 

■ 主催  安曇野さんろーど ■ 場所  三郷公民館講堂 

東日本大震災で被害を受けた福島県浪江町の皆さん（３０名）

と長野県で生活している信州なみえ会の皆さん（１９名）を招

き、チャリティーバザーと併せたコンサートが開催されました。 

主催した「安曇野さんろーど」は、２０１１年に東日本大震

災被災地への音楽支援隊として結成された市民団体で、その年

の７月に取るものも取り敢えず音楽での慰問に駆けつけまし

た。震災直後のため、音楽会を開いても数名しか聴衆がいない状況下で一心に歌い続け、その熱

意が伝わり、浪江町の方々と縁で結ばれ、その後毎年訪問することになりました。 

信州からの慰問団だと知った老婦人が「死ぬまでに一度は善光寺に詣でたいものだ」と語った

のを聞いた事務局の塚田良子さんが、大変な骨折りをして安曇野への招待を実現しました。 

招待をはじめて４回目となる今回は、浪江町の方々から何か

恩返しをしたいとの申し出により、浪江相馬地方の民謡などを

踊る「武扇会」の演舞があり、さらに絆が深くなりました。 

コンサートは招待した皆さんを、３００名を超える参加者が

アーチで送り出す感動的な場面で幕を閉じました。  

                     （今泉 一） 
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早春賦の思い広がれ早春賦の思い広がれ早春賦の思い広がれ早春賦の思い広がれ 

５/２８  第３２回 安曇野 早春賦音楽祭本ステージ 

■ 主催  早春賦愛唱会 ■ 場所  穂高会館講堂 

『早春賦音楽祭本ステージ』は今年でなん

と３２回目の開催となり、その息の長さに驚

くばかりです。 

市内外の合唱部の子どもたち約２００名、

ここに大人の合唱団、ゲストも加わり、総勢

２５０名の世代を超えたステージが生き生き

と展開されました。 

 今回は、早春賦の作詞者吉丸一昌が若い芽

を育てるために開いた修養塾（大正時代）に

ちなんで、安曇野でも開講されていた「修養塾」でかつて学んだ若者二人が、準備段階から参加。

会場に爽やかな風を送りました。 

 響き渡った混声合唱、柔らかで伸び伸びと

した重唱、「静岡 Geiju の森」の子どもたち

が繰り広げた、圧巻のパフォーマンス「ゲタ

ップ」（下駄のタップダンス）による歌と踊

りなどが、４００名の観客を魅了しました。 

主催者である早春賦愛唱会は、名歌早春賦

に込められた「厳しさ乗り越え春を待つ心」

を活動の中で体現しています。 （磯野 康子）                                       

 

こんな活動をしていますこんな活動をしていますこんな活動をしていますこんな活動をしています                                 

折り紙ボランティア 

市内の福祉施設等で折り紙の講習を行っている市民活動団体「折り紙ボランティア」の代表で

講師の木谷さんにお話しを伺いました。 

「折り紙ボランティア」は、折り紙製作の伝承と会員相互

の親睦を目的として、現在は１０名でボランティア活動に取

り組んでいます。現代表である木谷さんは、折り紙の指導経

験がありませんでしたが、前代表から講師を引き継ぐことと

なりました。 

図面を読み解いて折る楽しさを覚え、ボランティア仲間と

一緒に折り紙の表現の豊かさを学びました。会員の皆さんは、

木谷さんから季節等に合った折り紙の折り方を学び、福祉施

設等で折り紙を通じた奉仕活動を行っています。折り方の難

しいものもありますが、頭と手を使うことにより、認知症予

防にもつながっているということです。折り紙に取り組む団体は数少なく、また、木谷さんの後

に続く指導者の育成が課題となっていますが、「近年増えている一人住まい高齢者の社会参加の

きっかけにもなるよう、活動を続けていきたい。」と抱負を語っていました。 

ゲタップゲタップゲタップゲタップステージステージステージステージ    
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イベント情報 

    
● オレンジカフェオレンジカフェオレンジカフェオレンジカフェ    

■ 日時  ６月１７日（土）午前１０：００～１２：００（中途出入り OK です） 
■ 場所  オレンジカフェ花水木 安曇野市豊科４７０１－６ 
■ 内容  もの忘れが有る人とその周囲で支える人が情報交換でき、社会とのかかわりが持てる     

    カフェです。今回の内容「季節のお菓子づくり」「アロママッサージ」「笑いヨガ」    
    「春の歌の合唱」etc. 

■ 参加費 ３００円 
■ 主催  ＮＰＯ法人安曇野オレンジカフェまちづくりネットワーク 
■ 申込＆問い合わせ 0263-87-8232 妹尾（せのお）さん 

 
● 心と体の健康ヒーリング講座心と体の健康ヒーリング講座心と体の健康ヒーリング講座心と体の健康ヒーリング講座    

■ 日時  ６月２１日（水）午前１０：００～１１：３０ 
■ 場所  穂高地域福祉センター（社協穂高支所内）８２－２９４０ 
■ 内容  心身の健康維持、増進に役立つ内容が満載です。 

    ・お試しヒーリング体験 ・親子ヒーリングセミナー 
    ・健康法（呼吸法、鍼灸、指圧のつぼ等） ・ヒーリング理論体験講座 

■ 参加費 無料 
■ 定員  ２０名（申込先着順）資料を準備のため 
■ 主催  イルカヒーリングクラブ 〔イルカブログ http://iruka333.blog.fc2.com/〕 
■ 申込＆問い合わせ 090-7401-1174 伊藤さん/090-3440-2684 山口さん 

 
● くるりん講座くるりん講座くるりん講座くるりん講座２９２９２９２９    

■ 日時  ７月８日（土）午前９：３０～１１：００ 
■ 場所  穂高支所 大会議室（別棟２F）  
■ 内容  取材の仕方・分かりやすい記事の書き方 

    ・自治会や市民活動団体等で広報誌やチラシの作成に取り組まれている方は 
ぜひご参加ください。 

■ 講師  高橋 輪太郎さん（株式会社 市民タイムス 編集局長） 
■ 申込  不要 
■ 参加費 無料 
■ 主催  安曇野市市民活動サポートセンター 

■ 問い合わせ 地域づくり課まちづくり推進係 ７１－２４９４（直） 

 
● 絵本＆落語ライブ絵本＆落語ライブ絵本＆落語ライブ絵本＆落語ライブ    

■ 日時  ７月８日（土）午後２：００～３：３０ 
■ 場所  堀金公民館 第一会議室 
■ 内容  落語 絵本読み聞かせ パネルシアター あそびうた  
■ 出演  新オバハン落語ユニット 三色団子 
■ 申込  5月２３日から 6 月３０日の期間受付   
■ 申込先 090-5617-5096 別府さん  090-4180-2952 中島さん 

（午前８：００～午後６：００） 
■ 参加費 大人５００円 中学生以下無料 
■ 主催  あめんぼの会 
■ 問い合わせ 080-1066-2237 山田さん 

 

安曇野市市民活動サポートセンター安曇野市市民活動サポートセンター安曇野市市民活動サポートセンター安曇野市市民活動サポートセンター 
開館時間 午前 9 時～午後 5 時 

休館日 毎週日曜日 

  年末年始 12 月 29 日～1 月 3 日 

住所  〒399-8303 安曇野市穂高 6658 番地 

電話/FAX 0263-82-1922 

E-mail azumino-skc＠bz03.plala.or.jp 

URL  http://azumino-skc.net/ 
 
 


