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今年度は 10 団体がつながりひろがる地域づくり事業に取り組みました。報告書をまとめた冊子を、市

民活動サポートセンター窓口及び市ホームページに掲載していますので、ぜひご覧ください。 

事業名（団体名） 事業実施内容 ※報告書等より 

法蔵寺子ども囲碁教室 

(囲碁普及ボランティアグループ) 

子どもへの囲碁普及を軸に、多くの市民が繋がることを目標に、定期の教室やプ

ロ棋士を招いての教室を開催し、囲碁普及を進めた。 

安曇野の子どもを育てよう 

(こちょこちょの会) 

子育てについての悩みやストレスの解消を目的とした、講演会・親子講座・子育

てに関する事例検討会を開催した。また、子育ての参考となる冊子を作成した。 

明科天田山神社周辺里山整備と桜の

苗植樹 (あづみの樹楽会) 

明科天田山神社下の桜を復活させ、観光ビュースポットとすることを目的とし

て、子どもを含む地域住民とともに里山整備と桜の苗の植樹を行った。 

「ぱおぱお異世代交流会」開催事業 

(NPO法人 子育て支援ぱおぱお) 

広く市民を対象に全 9回の異世代交流を実施し、子育て世代の親子とシニア世代

を含めた近隣住民との交流を行った。 

落語ライブ  (世代を超えて地域の笑

顔の繋がりを考える会) 

子どもからお年寄りまで様々な世代の参加者が、落語を中心に紙芝居や遊び歌等

で楽しい時間を共有することで、会場に一体感を創出し、地域の繋がりができた。 

あづみ野シネマフェスタ 

(あづみのアクターズアカデミア) 

安曇野市に文化を育むことを目的として、名作シネマの上映やダンス愛好家によ

る映画の中に出てきたダンスの披露を行った。 

安曇野市内のホタルの発生状況調査

(NPO法人 川の自然と文化研究所) 

ホタルの数を増やすことを目的に、市内の生息状況の把握と市内で活動する他の

保全活動の支援を行った。また市民を対象にホタルの観察会を開催した。 

味覚の授業 

(安曇野調理師会) 

市内３小学校で味の基本となる「塩味・酸味・苦味・甘味・うまみ」についての

知識について五感を使って味わい、作る楽しみに触れる体験学習を実施した。 

下鳥羽の文化遺産～お宮と祭り～の

冊子出版 (下鳥羽の古文書を読む会) 

古文書解読勉強会の過去５年の集大成として地区の文化遺産記録の冊子を発行

し、市内図書館をはじめ希望者に広く提供した。 

神竹灯コンサート in安曇野神竹灯 他 

(安曇野で暮らすように泊まる実行委員会) 

安曇野神竹灯においてコンサートを行った。また農家の収益増加の一策として、

大分県で開催されたイベントにおいて「ハネだしりんご」の PRを行った。 

   

【募集】令和２年度つながりひろがる地域づくり事業補助金について 

●対象団体 市内に活動の拠点を置く、５人以上の市民が構成員である団体 

●対象事業 協働の啓発を伴い、地域の絆を強める事業  ※詳細は要綱をご確認ください。 

●補助金交付額 対象経費の２分の１以内 （限度額 20万円） 

●申請方法 ４月 28日（火）までに申請書に必要事項を記載の上、団体の規約・役員名簿・予算積算 

資料を添付し、地域づくり課（２階４番窓口）に直接提出。募集要項および申請書は地域 

づくり課、各支所地域課、または市ホームページから入手可能。 

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 
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市民活動団体紹介展を開催しました 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆期 日 ２月 29日～３月 15日 

◆場 所 市役所本庁舎 

市役所に訪れた方が興味深そうにじっくりと読み込

んでいる姿が時折見られました。 

 今回はパネル展示の中からいくつかピックアップし

てご紹介します。なお、サポートセンターのホームペー

ジで全 30団体のパネルを公開しています 

ので、是非のぞいてみてください！QRコード→ 
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令和２年度協働のまちづくり出前講座のご案内 

市民の皆さんに生涯学習に対する意欲と市政への関心を高めていただき、これからのまちづくりを

共に考えていただくきっかけとすることを目的とした制度です。市の施策や制度、市民の皆さんに知

っていただきたいことについて、市の職員がわかりやすく説明いたします。 

令和２年度は 84講座を用意しています。団体の活動に是非ご活用ください。 
 

【受講可能団体】 

市内に会場を確保でき、市民、または市

内在勤、在学者が 10 人以上参加する団

体、グループ 

※公序良俗に反している、政治・宗教・営利

を目的としていると判断される場合や、酒

席等講座の趣旨に反する時は受講不可 

【受講可能日】 

年末年始（12/29～1/4）以外の日 

 

【受講可能時間】 

 午前 9時から午後 9時まで 

【費用】 

説明は市の職員が行います。 

謝礼や交通費など、職員派遣に関する費

用は必要ありません。 

 ※会場使用料や資料印刷代などは、申込者で

ご負担ください。 

【申し込み方法】 

開催希望日の１カ月前までに、申込書を

地域づくり課へ提出してください。 

（郵送、FAX、メールでも申し込み可） 

【講座の一例】 

健康福祉…血管元気！バランス食～食べ物と血液の深い関係～ / 認知症予防について 

産  業…農地・農村環境を保全する荒廃農地対策 / 安曇野市の観光について 

自然環境…地下水保全講座「安曇野の水資源を次世代へ」 / 今知っておきたい空家の基礎知識 

安心安全…災害への備え、次世代に誇れる景観づくり / 高齢者の交通安全講座 

学  び…安曇野の暮らしと自然を学ぶ 60分 / 学校メガネから見える近現代 

まちづくり…みんなが主役ではじまる協働のまちづくり / NPO・市民活動・ボランティア活動って何？ 

行政経営…安曇野市総合計画について / 市税講座「暮らしと市税」 
 

※ 詳しい内容は市ホームページをご覧ください。 

サポートセンター登録団体募集 

市民活動団体の情報の一元化を行い、協働コー

ディネートを促進するために、サポートセンター

登録団体を募集しています。 

 更新は一年ごとで、現在登録していただいてい

る団体の皆様も更新が必要です。手続きをお願い

いたします。 
 

【登録のメリット】 

・センターのホームページや市役所本庁舎情報コー

ナー、センター通信で団体の活動を紹介します。 

・報道機関用メール BOXにチラシを投函できます。 

・いろいろな市民活動団体との交流会やセミナー等、

センターの事業を優先的にご案内します。 

 などなど… 

令和２年度市民活動サポーター募集 

安曇野市で市民活動を盛り上げるために共に活動

してくださる方を募集します！ 

✿取り組んでいただく内容（予定） 

・市民活動団体への取材 

・市民活動を盛り上げる企画の検討・実施 など 

 

〈対 象〉 市民活動に関心があり、協働推進に

意欲のある方 

〈任 期〉 令和３年３月 31日まで 

〈応募方法〉申込書に必要事項を記入し、直接・

郵送・メールいずれかで提出 

〈募集期間〉令和２年４月 27日(月)まで 
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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 

 
 

アルプス花街道参加団体募集  富士フィルム・グリーンファンド助成 

◆内  容 美しい景観づくりを行い、安曇野を訪

れる方を気持ち良くお迎えするため、マリーゴー

ルド等の植栽・管理、植栽場所の草刈り・清掃を

行います。 

◆実施期間 5月～11月（予定） 

◆実施場所 市内各所 

◆問い合わせ 実行委員会事務局 電話：71-2494 

◆申し込み 4 月 17 日（金）までに実行委員会

事務局（市地域づくり課）へ申込書を提出 

 ◆助成対象 活動フィールドが申請者によってすで

に確保されている等、基盤がしっかりしているも

ので、過去に活動実績があるもの 

◆助成内容 身近な自然の保全や自然とのふれあい

活動を積極的に行っている活動 

◆助成期間 令和２年度 

◆助成金額 総額 850万円（予定） 

◆募集期間 ５月７日まで 

◆運営団体 公益信託富士フィルム・グリーンファ

ンド事務局 
   

アクティブシニアがんばろう事業補助金  いきいき中高年社会貢献活動支援助成金 

◆助成対象 次の条件を全て満たす営利を目的とし

ない団体 ①代表者が市民 ②会員のうち 40歳

以上の市民が 8人以上かつ 5割以上が 65歳以

上である ③2カ月に１回以上活動を行う 

◆助成内容 運動機能の向上、文化・芸術の活動に

資する事業 

◆助成期間 令和２年度 

◆助成金額 活動が月 2回以上…上限 12万円、 

活動が月 2回未満…上限 6万円 

◆募集期間 ４月 1日から予算の上限に達するまで 

◆運営団体 安曇野市長寿社会課 

 ◆助成対象 県内在住のおおむね 50歳以上の方に

より自主的に結成された 5人以上のグループ 

◆助成内容 自ら企画・運営するもので、助成終了

後も継続的に実施が可能である事業（高齢者の生

きがい・健康づくり活動、保健・福祉ボランティ

ア活動、子どもや若年層を対象とした交流・支

援、自然保護・美化活動、まちづくり・地域文化

伝承活動等） 

◆助成期間 令和２年度 

◆助成金額 上限 15万円(2年目は上限 10万円) 

◆募集期間 4月 24日まで 

◆運営団体 長野県長寿社会開発センター    

新型コロナウイルス感染症対策について    編集担当のつぶやき 

長野県県民文化部 県民協働課より、県内の NPO

法人向けに通知がありました。詳しい内容について

は市民活動サポートセンターHPをご覧ください。 

◆通知内容 

・イベント等の開催について 

⇒県で「県主催のイベントについての当面の判断基

準」を公表しているので、イベント等開催判断の参

考にしてください。 

・従業員の方が休みやすい環境整備に向けて 

・社員総会理事会の開催や事業報告提出遅延の取り

扱いについて 

◆問い合わせ 協働・ＮＰＯ係 026-235-7189 

 昨年 10月に市民活動サポートセンターの担当に

なりました。少しでもこの市民活動サポートセンタ

ー通信に親近感を持ってもらえればと思い、スペー

スがある号では編集後記を掲載したいと思います。

どうぞよろしくお願いします☺ 

さて、「通信でこんなことを取り上げてほしい」

といったご意見や、「ここをもっとこうした方がい

い」といった改善点がありましたら是非教えてくだ

さい。もちろん、ここが良かったという声も大歓迎

です！作成のモチベーションに繋がります！ 

それでは令和２年度もよろしくお願いします。 

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。 

・・・ 


