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「安曇野市市民協働事業提案制度」を活用して事業を提案された市

民活動団体「世代を超えて地域と共に歩む会」と市民活動サポートセ

ンターとの協働事業として、各団体が相互の情報を共有し、つながり、

支え合うことができるよう支援の充実を図る事を目的に、「協働のま

ちづくり市民活動支援事業」に取り組みました。その成果の一環であ

る市民活動サポートセンターの情報誌が完成しました。 
 

 事業内容について                       

各団体が困っていることや他の団体や組織との協働の事例といっ

たことについて、アンケート調査や取材を行いました。その後、集め

た情報を整理し、わかりやすい情報誌を作成することで市民活動の支

援に繋げるため、掲載内容やレイアウトの検討を重ねました。各種ア

ンケートや取材にご協力いただいた皆さん、ありがとうございました。 

 こんなところを工夫しました！                                  

①登録団体をジャンル別に紹介 

「どんな団体があるか知らないけれどこんな分野に興味がある」という方が目当ての団体を探しやすい

よう、掲載順を五十音順からジャンル別に変更しました。また、冒頭の一覧を見ればその分野で活動す

る団体が一目でわかります。 

②見やすい冊子のサイズ 

A5から A4サイズになり、各団体の紹介写真が今までよりも大きくなりました。 

③一目でわかる団体の魅力 

各団体のキャッチフレーズと得意なことを新たに掲載しました。 

④情報誌設置場所の拡大 

 公共施設のみならず、市内の民間施設にも設置します。 

【公共施設】・市民活動サポートセンター(市役所本庁舎)、各支所、公民館、交流学習センター、図書館、

市内全小中学校、市立認定こども園、幼稚園 

【民間施設】・市社会福祉協議会、市内の銀行、病院、駅等（36カ所予定） 

安曇野市市民活動サポートセンター （安曇野市市民生活部地域づくり課内） 発行 

 市民活動サポートセンターの情報誌が完成しました！ 
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一緒に活動してみたい！と思う団体をぜひ探してみてください。 

市民活動サポートセンターが支援します☺ 
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市民活動紹介展を開催します！ 

■期間 ２月 29日（土）～３月 15日（日） 

の開庁時間 
■場所 安曇野市役所本庁舎 １階 東ロビー 

【内容】 

★サポートセンター登録団体のうち 25 団体と令和元

年度つながりひろがる地域づくり事業を実施した５団

体の紹介パネルを展示します。 

★市民活動サポートセンター情報誌に掲載している全登録団体の紹介ページを一覧にして掲示します。 

★転入者向けに配布している各区の紹介カードを一覧にして掲示します。 

★パネル展示のみならず作品やパンフレットを展示している団体もあります。 

※来庁される際にはマスクを着用するなど感染症予防対策をお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

ドコモ市民活動団体助成事業 地域福祉チャレンジ活動助成 

・助成対象 ２年以上の活動実績があり、国内に活

動拠点を有する非営利活動団体で、次

の活動を行う団体 

①子どもの健全な育成を支援する活動 

②経済的困難を抱える子供を支援する活動 

・助成期間 令和 2年 9月 1日～令和３年 8月 31日 

・助成金額 ①上限 70万円 ②上限 100万円 

・募集期間 ３月 31日（火）まで 

・運営団体 NPO法人モバイルコミュニケーション

ファンド 

・助成対象 助成テーマにチャレンジする意欲があ

り、他の団体・機関、住民組織等と協

働で活動する団体 

・助成内容 地域包括ケアシステムの展開、深化に

つながる５つのテーマいずれかに該当

する活動 

・助成期間 令和２年 10月より２年間 

・助成金額 最大 400万円（１年最大 200万円） 

・募集期間 ５月 31日（日） 

・運営団体 公益財団法人 日本生命財団 

第２回 真田こども応援基金 
タカラ・ハーモニストファンド 

自然保護活動・研究助成 

・助成対象 団体寄付サイト「長野県みらいベース」

の登録団体であるＮＰＯ団体、ボラン

ティア団体 

・助成内容 令和元年７月以降に始めた又はこれか

ら始める子ども支援活動事業 

・助成期間 令和 2年 4月 1日～令和３年 4月 30日 

・助成金額 上限１０万円 

・募集期間 ３月６日（金）まで 

・運営団体 公益財団法人 長野県みらい基金 

・助成対象 自然環境を守り、育てる活動または研

究を実践する個人および団体 

・助成内容 日本の森林や水辺の自然環境を守る活

動、そこに生息する生物を保護するた

めの研究 

・助成期間 助成金贈呈日から１年間 

・助成金額 総額 500万円（10件程度） 

・募集期間 3月 31日（火）まで 

・運営団体 公益信託タカラ・ハーモニストファンド 

助成金のご案内 
 

※詳細は各団体の 

ホームページをご確認ください。 

（昨年の様子） 
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新規登録団体紹介＆レポート 

◆あづみのファシリテーション部！                      

事務局（庶務）を務める森岡さんは、おもむろに会場の設営を行ないます。キャッチフレーズと会のル

ールを記したぺーパー、白い大きな模造紙２枚を正面に貼り、机は使わずイスを楕円に並べます。筆記用

具もプロジェクターも資料も何もありません。このシンプルな会場レイアウトが会の活動を物語っていま

す。 

「ファシリテーション」とは、発言や意見を促し、参加者の相互理解や合意形成に向けて、議論を活性

化し、時に拡散しがちな発言情報を整理し、会議をコントロールする能力のことです。月 2回の勉強会は、

このファシリテーションスキルを学ぶ場です。ファシリテーターの役目は、司会や議事進行ではなく、中

立的な触媒役として議論を誘導し活性化させること。さらに『ファシリテーショングラフィック』を用い

て、議論を可視化（＝見える化）します。発言や意見、キーワードを模造紙に関連付けながら書き留めて

いくのがグラフィッカーの役割です。このように、ファシリテーターとグラフィッカー、発言者という構

成の中で会議が進行していきます。この会議スタイルが効力を持つには、参加者がお互いを認め尊重し、

場の安心感と信頼感を共有することが何よりも大切です。結果、コミュニケーションスキルも高まり本音

で語れる場、参加者全員の主体性（＝わがごと）が立ち現れます。 

参加者の顔ぶれは、会社員、自営業者、地域の役員を務めるシニアの方々など年代も幅広い。それぞれ

の組織やコミュニティで常々問題や課題を抱え、この会の活動に解決の糸口があるのでは？と参加する人

が多いのが印象的でした。 

昨年 11 月には山梨県スクールソーシャルワーカーとして

ご活躍中の森永敦子さんを安曇野に招き 2 日間にわたって

『ファシリテーショングラフィック』と『対話法』のワークシ

ョップを開催しました。参加者からは「長野県でこのような熱

量を感じるファシリテーション研修会は珍しく、新鮮だった」

「まちづくりに生かしたい」と反響も大きく、啓発的な効果が

あったそうです。森岡さんは、この会議スタイル、会議文化を

異分野の様々なコミュニティ、団体、企業と繋がり（協働）な 

がら未来に向けた「まちづくり会議」へと発展させたいと抱負 

を語りました。 

【ジャンル】 

地域づくり・教育・観光振興 

【代表者】 

児玉 真弓 

【連絡者】 

森岡 俊道 

【活動予定】 

毎月２回、19時～21時 

豊科交流学習センター「きぼう」の学習室で 

勉強会を行っている。 

【市民活動サポーター 水谷 元美】 
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情報コーナー  

 

 

 

 

 

安曇野市市民活動サポートセンター 
住所   〒399-8281 安曇野市豊科６０００番地 

   安曇野市役所本庁舎２階 地域づくり課窓口 

電話   0263-71-2013 
メール  kururin@city.azumino.nagano.jp 

 
 

オレンジカフェ花水木  法蔵寺子ども囲碁教室 生徒募集 

◆日 時 ３月 21日（土） 9:30オープン 

◆場 所 ささえあいセンターにじ 

◆内 容 10:00～ 歓談/ハンドマッサージ/介護相談 

10:15～ オルガン演奏『春の歌』などを歌います 

11:20～ 五十嵐千恵先生による笑いヨガ 

◆問い合わせ ユニバーサルツーリズムながの 

 妹尾さん 電話:090-5444-9615 

【受付時間 平日 9:30～17:30】 

 ◆開催日 毎週土曜日 14:00～16:00 

◆場 所 豊科・法蔵寺 

◆対 象 小学生・中学生 

◆費 用 月 500円 

◆定 員 20名（先着） 

◆問い合わせ 安曇野囲碁普及ボランティアグループ 

峯岸さん 電話:090-5808-0768 

◆申 込 ３月 13日（金）までに<住所・氏名・

学校名・新学年・保護者名・電話番号>を記入し峯

岸さんへ郵送（三郷明盛 1500-13） 

   

第６回信州安曇野ハーフマラソン 

運営ボランティア募集 
 区・自治会に関する相談 ★要申込 

◆日 時 ６月７日（日） 

◆場 所 スタート・フィニッシュ会場（豊科南部

総合公園）又はコース沿道 

◆対 象 小学校４年生以上 

◆内 容 ①コース沿道整理 ②ランナーへの給水

③各種ランナーサービス など 

◆参加条件 大会当日小学校４年生以上 

◆問い合わせ 実行委員会 

◆申 込 4月 30日（木）までに申込用紙をＦＡＸ、

メール又は郵送するか、ながの電子申請サービスで 

 ◆日 時 ３月 19日（木）10:00～13:30 1コマ 30分 

◆場 所 安曇野市役所本庁舎 ２階 214相談室 

◆申 込 地域づくり課 電話:71-2494 

【受付日時:3月 10日（火）8:30～12:00（先着順）】 

 

安曇野市市民活動フェスタ中止のお詫び 

2月 29日に予定していた市民活動フェスタは、新型コ

ロナウイルス感染予防のため、中止させていただきまし

た。開催を楽しみにしていただいた皆様にはご迷惑をお

かけしてしまい、申し訳ございませんでした。 
   

令和２年度 安曇野市朗人大学 学生募集   新型コロナウイルスについて 

◆目  的 幅広い分野におよぶ教養講座、実践講

座を通じて新たな仲間作りと生きがい作りを行

う。 

◆入学資格 市内在住の 60歳以上の方で、学習意

欲が旺盛であり、原則として全日程受講できる方 

◆受講期間 ４月から３月まで 月１回 

◆場  所 豊科ふれあいホール 他 

◆授 業 料 年間 4,000円（他実費あり） 

◆問い合わせ 市社会福祉協議会 本所 地域福祉係 

電話:72-1871 

◆申  込 3月 13日（金）までに市社会福祉協

議会本所又は各支所に必要書類を持参又は郵送 

 ○新型コロナウイルスによる症状 

・発熱やのどの痛み、咳が長引くこと 

が多く、倦怠感を訴えることが多い。 

○現時点で考えられる感染経路 

・感染者のくしゃみや咳などの飛沫による飛沫感染 

・ウイルスに触れた手で口や鼻を触ることによる接

触感染 

○気を付けること 

・こまめに石鹸やアルコール消毒液で手を洗う。 

・咳などの症状がある方はマスクをし、咳エチケッ

トを心がける。 

・発熱など風邪の症状があるときは、会社や学校を

休む。        【厚生労働省 HPより】 

開庁時間 午前８時３０分～午後５時１５分    

休 業 日 毎週土・日曜日、祝日 

  年末年始 １２月２９日～１月３日 

 

◇◆◇イベント情報をお寄せください◇◆◇ 

・市民活動サポートセンター通信やホームページで、皆さんの活動やイベントの広報をします。参加者や会員

の募集を呼び掛けることができますので、お気軽に市民活動サポートセンターにご連絡ください。 

・イベントや催しに、市民活動サポートセンター職員や市民活動サポーターが取材にお邪魔する場合もあり

ます。活動のＰＲにご活用ください。 

 

＊定員が設けられているイベント等は、必ず主催者にお申込みまたはお問い合わせ

ください。 


