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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 発行

来年 4 月に

市民活動サポートセンターが市
市民活動サポートセンターが市役所本
本庁舎に移ります
庁舎に移ります
平成２０年にオープンした安曇野市市民活動サポートセンター（くるりん広場）は平成３１年４月に市
平成２０年にオープンした安曇野市市民活動サポートセンター（くるりん広場）は平成３１年４月に市役
所本
本庁舎に移転することになりました。センターは協働のまちづくり情報発信の拠点として役割を果たして
庁舎に移転することになりました。センターは協働のまちづくり情報発信の拠点として役割を果たして
きましたが、より
きましたが、より幅広く、
幅広く、効率的な事業展開を図るために今回の決定になりました。
効率的な事業展開を図るために今回の決定になりました。

◆ 市民活動支援を強化します
市民活動サポート
市民活動サポートセンター
センターは活動支援、
活動支援、交流事業、
交流事業、相談事業
相談事業、スキルアップ講座
、スキルアップ講座
、スキルアップ講座などに取り組んでいます
に取り組んでいます
が、センター
が センターそのものの認知度が
そのものの認知度が低い
低い、利用者が少ない
、利用者が少ないなどの諸事情で
、利用者が少ない
の諸事情で
十分に機能を発揮できていません。
場所を来場者が多い市役所本庁舎に移し、地域づくり課
場所を来場者が多い市役所本庁舎に移し 、地域づくり課
地域づくり課との連携を
との連携をよ
り密にして、
り密にして、地域課題解決に
地域課題解決に向け市民活動支援を強化します。
市民活動支援を強化します。
市民活動支援を強化します。また、
また、本
庁舎では休日に会議室の利用が可能です。区や市内の市民活動団体は使
10 月 22 日～11 月 3 日
1 階東ロビーに展示された
市民団体情報

用料が減免されます。
用料が減免されます。
本庁舎内の
本庁舎内の設置場所など詳細については、
設置場所など詳細については、現在調整中です。
設置場所など詳細については、現在調整中です。決まり次
決まり次
第お知らせします。
第お知らせします。新た
新たな場所で更に充実した市民活動支援が出来るよ
な場所で更に充実した市民活動支援が出来るよ

うに運営を強化しますので、今後もよろしくお願いします。

安曇野市「協働のまちづくり講演会」を開催します
～みんなが主役ではじまる協働のまちづくり～
私たちの日々
私たちの日々の暮らしにか
暮らしにかかわる課題が非常に多様化、複雑化しています。
わる課題が非常に多様化、複雑化しています。
そのような課題を解決するためには、まちづくりの主役である市民一人ひとり
が自分たちで出来ることは自分たちで行い、できないことはお互いにつながり、
信頼し合い、協力・補完し合う協働のまちづくりが欠かせません。
誰もが安全・安心で暮らしやすいまちづくりを進めるためには何が必要なの
か、一緒に考えてみません
か、
考えてみません
考えてみませんか。


日時

１２月１５日（土） 午後１時３０分～午後３時３０分



場所

安曇野市役所 本庁舎４階 大会議室



内容
第２次「協働のまちづくり推進基本方針及び協働のまちづくり推進行動計画」
第２次「協働のまちづくり推進基本方針及び協働のまちづくり推進行動計画」（案）
（案）概要説明
概要説明
基調
基調講演「みんなが主役ではじまる協働のまちづくり」
講演「みんなが主役ではじまる協働のまちづくり」
申込み・参加費
講師 木村 晴壽（はるひさ）先生（松本大学総合経営学部教授）
不要
協働実践事例発表
テーマ 「地域との協働が生み出す新たな可能性」
発表団体 ⦿ NPO 法人アルウィズ デイホーム楓 ⦿ 安曇野市立穂高東中学校
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レポート
元気な高齢者が集っています

シルバーカフェ安曇野
シルバーカフェは「人との繋がり」や「心配や不安の解消」の出来るスペース作りを大きな目的としてい
ます。
安曇野市では三郷
安曇野 では三郷に開設
開設されています
されています。企画運営している
。企画運営している
清水百合子さんに活動の様子を伺いました。
シルバーカフェは会員制で現
シルバーカフェは会員制で現在２６５名が登録されている
在２６５名が登録されている
そうです。一日３００円で飲み物は自由。水曜日
そうです。一日３００円で飲み物は自由
日、日曜日を
、日曜日を
除く週５日間、午前中はストレッチ、午後は唱歌や手芸、マ
ージャンなど約１０種類
ージャンなど約１０種類の
の多彩なイベント
多彩なイベントが用意されてい
用意されていて、
て、
皆さんそれぞれに楽しんでいるとのことでした。
ストレッチ体操に参加した二木さんは正座が出来ず、腕も曲
ストレッチ体操に参加した二木さんは
が出来ず、腕も曲がらない状態でしたが、２０回ほどストレッ
が出来ず、腕も曲がらない状態でしたが、２０回ほどストレッ
チ体操に参加した結果
チ体操に参加した結果、正座
正座が出来るようになったと息をはずませてその喜びを語っていました。元気な高
が出来るようになったと息をはずませてその喜びを語っていました。元気な高
齢者を作りたいという願いは地域の人々と共に成果を上げている様でした。
齢者を作りたいという願いは地域の人々 共に成果を上げている様でした。
シルバーカフェ安曇野
シルバーカフェ安曇野連絡先
連絡先
〒399-8101 安曇野市三郷明盛 4593-1
TEL 0263-770263
-7007（清水）
（清水）

（協働コーディネータ—
（
コーディネータ— 花岡

伸泰
伸泰）

くるりん講座
インターネットを活用して効率よく情報を集めよう

上手なインターネット検索の仕方・コツ
１１月１０日（土）

■場所 安曇野市市民活動サポートセンター「くるりん広場」
■講師 NPO 法人 グループ HIYOKO 白澤 美由紀さん、品田 潮美さん

知りたい情報を得るにはインターネットが便利です。何気なく使っている検索ツールですが、キーワード
の設定や検索結果の絞り込みで素早く期待した情報
を得ることが出来ます。
よく使われる検索サイト（
よく使われる検索サイト（Ｙａｈｏｏ
Ｙａｈｏｏ、Ｇｏｏｇ
Ｇｏｏｇ
ｌｅ）を使って「温泉」、「紅葉」などの検索結果
ｌｅ）を使って「温泉」、「紅葉」などの検索結果
を示し、「広告」と表示されているものは検索結果
ではないので対象外である
ではない
対象外である
対象外であることや、
ことや、
「マイナス検索」
（検索語の前に－をつける）
（検索語の前に をつける）という検索結果の絞り
という検索結果の絞り
込み方法などの解説があり、参加者は「初めて知っ
た、今度使ってみよう」などの感想がありました。
Ｇｏｏｇｌｅ
Ｇｏｏｇｌｅについては便利な機能を紹介されて、興味深く画面を見て確認していました。特に、撮影し
については便利な機能を紹介されて、興味深く画面を見て確認していました。特に、撮影し
た花の写真をアップロードしてその名前を調べる方法については「なるほど」と納得の様でした。
講座の後半では用意されたパソコンを使って自由に検索しながら、解説のあった方法を試したり、日ごろ
疑問に思っていたことを講師に尋ねたりしていました。
講座には１１名が参加し、中には目の不自由な方もいらっしゃいました。音声でパソコンを使う教室を開
講座には１１名が参加し、中には目の不自由な方もいらっしゃいました。音 声でパソコンを使う教室を開
いているそうで、「参考になりました」とのことでした。
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くるくるセミナー
協働のまちづくり出前講座

松くい虫対策について
１０月３１日（水）

■場所 安曇野市市民活動サポートセンター「くるりん広場」

明科の押野山や豊科の光城山など東山一帯をはじめ
明科の押野山や豊科の光城山など東山一帯 をはじめ市内各所で松くい虫
市内各所で松くい虫被害が発生して
市内各所で松くい虫被害が発生しており、
おり、被害は確実
被害は確実
に広がっています。耕地林務課の赤澤瞭一主事に被害の現状と対策について説明を受けました。
に広がっています。耕地林務課の赤澤
主事に被害の現状と対策について説明を受けました。
松枯れのメカニズムは今でも詳細な部分は解明されていないそうですが、マツノマダラカミキリの体内に
寄生するマツノザイセンチュウ（長さ１㎜足らずの小さな線虫）が松の樹内に入り込んで枯らしてしまうと
いうことは解っているとのことでした。
マツノマダラカミキリの繁殖を抑えるため枯れた
松を燻蒸し、山でビニールを掛けて５年間程保管し
ているそうです
講演後の質疑では
講演後の質疑では、被害材の再活用や
被害材の再活用やアカゲラが
被害材の再活用やアカゲラが
マツノマダラカミキリを捕食する
マツノマダラカミキリを捕食することによる被害防
ことによる被害防
止効果
効果などが話題になりました。また、講座の中で
が話題になりました。また、講座の中で
被害材を活用するため
被害材 活用するためチップにして無料で
チップにして無料で市民に提
チップにして無料で市民に提
供している
している取り組みの
取り組みの紹介があり、入
紹介があり、入手方法、用途
紹介があり、入
、用途
などを尋ねていました。
などを尋ねていました。
被害にあった公園や区の関係者など、実務として知識
被害にあった公園や区の関係者など 実務として知識が必要な方々が参加して
必要な方々が参加して、
必要な方々が参加して
必要な方々が参加して、話題が専門的
専門的な内容
な内容にま
で発展
発展し、充実した講座
充実した講座になりま
になりました。
した。

◇

新規登録団体紹介 ◇

野外保育

森の子

森の子は、安曇野市穂高有明（豊里）で野外保育をおこなって
いる小さな園です。

代表
住所

子どもたち

智子

399-8301
〒 399
安曇野市穂高有明 7958

特別な園
舎は無く、

江藤

電話
URL

0263
0263-82-0393
http://www.ultraman.gr.jp/morinoko/

は一日を野外で過ごします。雨の日はカッパを着て雨の
日ならではの遊びを楽しみます。
林の中の小さな『森の子フィールド』には、手作りの
テーブル、いす、ブランコ、木棒（木製の鉄棒）、コン
ポストトイレなどがあり、ここでは木工作やお絵かき、
おうちごっこ、絵本の読みきかせなどをして過ごしてい
ます。子どもたちは森の中のあらゆるもので自由に遊び
を展開しながら、自分たちで考える面白さを体験しています。
園の始まった頃から
園の始まった頃から、保護者共通の想いは“創造力と想像力を育むこの野外で、子どもたちが活動できる
、保護者共通の想いは“創造力と想像力を育むこの野外で、子どもたちが活動できる
場をみんなで作りたい、園に預けっぱなしではなく立場の違いを超えて一緒に子育てを支え合っていきたい”
というものです。この想いは年月が経ち、人が変わっても受け継がれています。
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イベント情報
● 安曇野市地域支え合い推進フォーラム
■ 日

時

1２月８日（土）午後 1 時１５分～４時
1２月８日（土）午後

■ 場

所

安曇野市役所本庁舎４階 大会議室

■ 内

容




■ 申

基調講演

「つながりからうまれる支え合い」
講
師
酒井 保 氏（ご近所福祉クリエイター
ご近所福祉クリエイター
ご近所福祉クリエイター）
パネル
パネルディスカッショ
ディスカッション
ン「地域とつながり、いきいきと暮らす」
「地域とつながり、いきいきと暮らす」
報 告 者
アルプス区体操教室
常田 佐代子 氏
シルバーカフェ安曇野
清水 百合子 氏
踏入区
下里 秀人 氏
込

事前申込不要

■ 参 加 費

無料

■ 主

安曇野市

催

■ 問 合 せ

定員２００名

安曇野市介護保険課
TEL７１－２４７２
TEL７１－２４７２
E
E-maii：ka
ka-kaigohoken@city.azumino.nagano.jp
kaigohoken@city.azumino.nagano.jp

● ＮＰＯ法成立 20 周年記念フォーラム in 北信越 改めて問う ! ＮＰＯの生み出すもの
■ 日
時
1
1２月９日（
日（日）午後 1 時～4 時 30 分（開場午後０時
分（開場午後
30 分）
■ 場

所

長野市芸術館 3 階

■ 主

催

NPO 法人設立２０周年記念フォーラム in 北信越実行委員会
北信越実行委員会

■ 内

容



第１部

アクトスペース

「
「NPO
のこれまでと今
のこれまでと今」
①

講

演

「ＮＰ０法の意義と価値」

② それぞれの地域から～富山・新潟・長野

■ 主

第２
第２部
催

■ 問 合 せ

「今後の市民社会のありようを多様なステークホルダーと語り合おう
「今後の市民社会のありようを多様なステークホルダーと語り合おう
今後の市民社会のありようを多様なステークホルダーと語り合おう（意見交換
意見交換）」
ＮＰＯ法成立 20 周年記念フォーラム in 北信越実行委員会
特定非営利活動法人長野県ＮＰＯセンター
TEL０２６－２６９－００１５
TEL０２６－２６９－００１５

FAX０２６－２６９－００１６
０２６－２６９－００１６

E
E-maii：info@npo
info@npo-nagano.org
nagano.org

市民活動サポートセンター特別相談日（要予約）
〔市民活動のイロハ、ＮＰＯの立ち上げ等に関する内容〕

平成 30 年 1２月５日（
月５日（水）
）、1２月 15 日（土）
）、1２月２5
5 日（火）

毎月５のつく開館日

（上記以外にも随時受付けますが、事前にご連絡いただけると助かります。）

安曇野市民活動サポートセンター
開館時間
休館日
住所
電話/FAX
電話
E-mail
E
URL
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午前 9 時～午後 5 時
毎週日曜日
年末年始 12 月 29 日～1
日～ 月 3 日
〒399-8303
8303 安曇野市穂高 6658 番地
0263-82
82-1922
azumino--skc＠bz03.plala.or.jp
bz03.plala.or.jp

http://azumino skc.net/
http://azumino-skc.net/

