
 

 

 

 

 

 

区の抱える

安曇野市区長会（重野義博会長）は「地域を考える研究集会」を

市内

ました

◆ 第３期地域福祉計画

平成

て、長寿社会課

の方々の積極的な参加が不可欠

考慮して、

支え合いの風土を育むまちづくり」

ラン」として

◆ 課題提起

◆ ワークショップ

区で取り組んでいること、取り

今後の取り組み・活動のヒントや気づきを発見

ークショップを行いました。

小グループ（７～８名）に分かれて

くり“困りごと解決の仕組み”、

場所づくり”、

もを見守る仕組み、

つい

取り組み

策を検討す

盛り上がっていました。

〒３９９－８３０

区の抱える

市内各区

安曇野市区長会（重野義博会長）は「地域を考える研究集会」を

市内 83 区の区長、役員など約

ました。 

第３期地域福祉計画

平成 30 年度から５年間を計画期間と

長寿社会課 

の方々の積極的な参加が不可欠

考慮して、計画の基本理念

支え合いの風土を育むまちづくり」

ラン」としているとのことです

課題提起 

ワークショップ

区で取り組んでいること、取り

今後の取り組み・活動のヒントや気づきを発見

ークショップを行いました。

小グループ（７～８名）に分かれて

くり“困りごと解決の仕組み”、

場所づくり”、

もを見守る仕組み、

ついて、区の実情

取り組み状況や課題

策を検討する際の参考に

盛り上がっていました。

３９９－８３０

区の抱える課題解決

市内各区の関係者が集まり地域課題解決

安曇野市区長会（重野義博会長）は「地域を考える研究集会」を

区の区長、役員など約

第３期地域福祉計画 

年度から５年間を計画期間と

 野本課長より説明がありました。

の方々の積極的な参加が不可欠

計画の基本理念を

支え合いの風土を育むまちづくり」

いるとのことです

 

ワークショップ 

区で取り組んでいること、取り

今後の取り組み・活動のヒントや気づきを発見

ークショップを行いました。

小グループ（７～８名）に分かれて

くり“困りごと解決の仕組み”、

場所づくり”、（３）高齢者の支え合いの仕組み、

もを見守る仕組み、（５）

区の実情や取り組み

や課題を認識す

る際の参考になる情報も多

盛り上がっていました。 

３９９－８３０３ 安曇野市穂高

課題解決

関係者が集まり地域課題解決

安曇野市区長会（重野義博会長）は「地域を考える研究集会」を

区の区長、役員など約 190

年度から５年間を計画期間と

野本課長より説明がありました。

の方々の積極的な参加が不可欠なため

を「８３の地域

支え合いの風土を育むまちづくり」として

いるとのことです。 

区で取り組んでいること、取り組みたいこと、取り組んでみたけれど上手くいかなかったことを話し合い、

今後の取り組み・活動のヒントや気づきを発見

ークショップを行いました。 

小グループ（７～８名）に分かれて

くり“困りごと解決の仕組み”、（２）

高齢者の支え合いの仕組み、

（５）防災・減災の仕組み

取り組み事例を話し合いました。お互いの

を認識することができ

なる情報も多

 

安曇野市穂高 6658

課題解決に１９０人

関係者が集まり地域課題解決

安曇野市区長会（重野義博会長）は「地域を考える研究集会」を

190 名が参加して、

年度から５年間を計画期間とする第 3

野本課長より説明がありました。

、安曇野市らしさである

「８３の地域が一人ひとりの個性を輝かせ

として、計画の愛称を「福祉８３プ

安曇野市社会福祉協議会

ネータ

「人間関係の希薄化

なくなったわけではなく、助け合いは細々と行われていると指摘

がありました。新しい

いる助け合いをバックアップしていく

ました

組みたいこと、取り組んでみたけれど上手くいかなかったことを話し合い、

今後の取り組み・活動のヒントや気づきを発見するために

小グループ（７～８名）に分かれて、（１）隣近所の関係づ

（２）隣近所の関係づくり“居

高齢者の支え合いの仕組み、

防災・減災の仕組み、

を話し合いました。お互いの

ることができました。

なる情報も多く交換され

 

6658 番地 市民活動サポートセンター

１９０人の知恵

関係者が集まり地域課題解決

安曇野市区長会（重野義博会長）は「地域を考える研究集会」を

名が参加して、様々な地域の課題を掘り下げ、解決の糸口を探り

3 期地域福祉計画につい

野本課長より説明がありました。地域福祉推進には地域

安曇野市らしさである

が一人ひとりの個性を輝かせ

計画の愛称を「福祉８３プ

安曇野市社会福祉協議会

ネーターから、

「人間関係の希薄化

なくなったわけではなく、助け合いは細々と行われていると指摘

がありました。新しい

いる助け合いをバックアップしていく

ました。 

組みたいこと、取り組んでみたけれど上手くいかなかったことを話し合い、

今後の取り組み・活動のヒントや気づきを発見するために

（１）隣近所の関係づ

隣近所の関係づくり“居

高齢者の支え合いの仕組み、（４）

防災・減災の仕組み、の５テーマ

を話し合いました。お互いの

ました。諸課題の対

く交換され、話し合いが

  

市民活動サポートセンター

の知恵 

関係者が集まり地域課題解決に取り組みました

安曇野市区長会（重野義博会長）は「地域を考える研究集会」を 1 月

様々な地域の課題を掘り下げ、解決の糸口を探り

福祉計画につい

地域福祉推進には地域

安曇野市らしさである 83 区を

が一人ひとりの個性を輝かせ

計画の愛称を「福祉８３プ

安曇野市社会福祉協議会

、地域課題の提起がありました。

人間関係の希薄化」を取り上げ、いまでも近所

なくなったわけではなく、助け合いは細々と行われていると指摘

がありました。新しい助け合いを考えるのではなく、今行われて

いる助け合いをバックアップしていく

組みたいこと、取り組んでみたけれど上手くいかなかったことを話し合い、

するために、ワ

隣近所の関係づ

隣近所の関係づくり“居

（４）子ど

５テーマに

を話し合いました。お互いの

諸課題の対

、話し合いが

市民活動サポートセンター 

に取り組みました

月 20 日に市役所で開催しまし

様々な地域の課題を掘り下げ、解決の糸口を探り

福祉計画につい

地域福祉推進には地域

区を

が一人ひとりの個性を輝かせ 

計画の愛称を「福祉８３プ

安曇野市社会福祉協議会 山岸 久美子

地域課題の提起がありました。

」を取り上げ、いまでも近所

なくなったわけではなく、助け合いは細々と行われていると指摘

助け合いを考えるのではなく、今行われて

いる助け合いをバックアップしていく

組みたいこと、取り組んでみたけれど上手くいかなかったことを話し合い、

安曇野市役所市民生活部地域づくり課

１

に取り組みました

日に市役所で開催しまし

様々な地域の課題を掘り下げ、解決の糸口を探り

久美子ボランティアコーディ

地域課題の提起がありました。 

」を取り上げ、いまでも近所

なくなったわけではなく、助け合いは細々と行われていると指摘

助け合いを考えるのではなく、今行われて

いる助け合いをバックアップしていくことが必要だと

組みたいこと、取り組んでみたけれど上手くいかなかったことを話し合い、

安曇野市役所市民生活部地域づくり課
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なくなったわけではなく、助け合いは細々と行われていると指摘

助け合いを考えるのではなく、今行われて

ことが必要だと話してい

組みたいこと、取り組んでみたけれど上手くいかなかったことを話し合い、
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 こどものための音楽会

■ 劇と音楽で楽しむ

2

 

こどものための音楽会は「舞台で

の経験が子供達の心の成長につなが

るように」と企画され、６回目の公

演になりました。２回目からは劇団

すずの音（代表：梨子田芳生さん）

と共演し演劇的要素を加えました。

公演に向けて、趣旨に賛同する音楽教室の指導者が協力し合い

せて音楽を

ターを担当するおひさま音楽隊１１名（小

導者が担当して準備を進めました

リハーサルでは

きない経験。」「成長が目の当たりに見られて嬉しい。」と見守る

本番は序曲から始まり、
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レポート

こどものための音楽会

劇と音楽で楽しむ

2 月 11 日（日）

  

こどものための音楽会は「舞台で

の経験が子供達の心の成長につなが

るように」と企画され、６回目の公

演になりました。２回目からは劇団

すずの音（代表：梨子田芳生さん）

と共演し演劇的要素を加えました。

公演に向けて、趣旨に賛同する音楽教室の指導者が協力し合い

せて音楽を選曲、演奏は

ターを担当するおひさま音楽隊１１名（小

導者が担当して準備を進めました

リハーサルでは

きない経験。」「成長が目の当たりに見られて嬉しい。」と見守る

本番は序曲から始まり、

 

 

くるりん広場登録団体の活動を

頂ける様に

◆ 日時 

◆ 会場 

◆ 内容 

 

レポート

こどものための音楽会

劇と音楽で楽しむ  

日（日） ■

  ■場所

こどものための音楽会は「舞台で

の経験が子供達の心の成長につなが

るように」と企画され、６回目の公

演になりました。２回目からは劇団

すずの音（代表：梨子田芳生さん）

と共演し演劇的要素を加えました。

公演に向けて、趣旨に賛同する音楽教室の指導者が協力し合い

選曲、演奏は

ターを担当するおひさま音楽隊１１名（小

導者が担当して準備を進めました

リハーサルでは、劇団の演技に呼吸を合わせようとする子ども

きない経験。」「成長が目の当たりに見られて嬉しい。」と見守る

本番は序曲から始まり、

くるりん広場登録団体の活動を

様に登録団体の活動状況

 ３月２４日

 市民活動サポートセンター

  

 活動紹介

 交流会

 活動紹介

レポート 

こどものための音楽会  

  くつやとこびと

■主催こどものための音楽会実行委員会

■場所 穂高交流学習センター「みらい」

こどものための音楽会は「舞台で

の経験が子供達の心の成長につなが

るように」と企画され、６回目の公

演になりました。２回目からは劇団

すずの音（代表：梨子田芳生さん）

と共演し演劇的要素を加えました。

公演に向けて、趣旨に賛同する音楽教室の指導者が協力し合い

選曲、演奏は公募の合唱団１６名（小

ターを担当するおひさま音楽隊１１名（小

導者が担当して準備を進めました。

劇団の演技に呼吸を合わせようとする子ども

きない経験。」「成長が目の当たりに見られて嬉しい。」と見守る

本番は序曲から始まり、子ども達の

 くるりん広場交流会を開催します

くるりん広場登録団体の活動を

登録団体の活動状況を紹介します

３月２４日（土）

市民活動サポートセンター

活動紹介 プレゼンテーション

交流会 

活動紹介 パネル展示、

   

くつやとこびと

こどものための音楽会実行委員会

穂高交流学習センター「みらい」

こどものための音楽会は「舞台で

の経験が子供達の心の成長につなが

るように」と企画され、６回目の公

演になりました。２回目からは劇団

すずの音（代表：梨子田芳生さん）

と共演し演劇的要素を加えました。 

公演に向けて、趣旨に賛同する音楽教室の指導者が協力し合い

公募の合唱団１６名（小

ターを担当するおひさま音楽隊１１名（小 3

。 

劇団の演技に呼吸を合わせようとする子ども

きない経験。」「成長が目の当たりに見られて嬉しい。」と見守る

達の演奏（全１１曲）は

しい出来ばえで、聴衆は物語に引き込まれ

いました。

舞台を終え、代表の市川美穂さんは「子ども

で楽しい。劇中のアドリブにも柔軟な感性と対応力を発揮して

くれました。

うに活躍してくれることを心から願っています。」

ました。

（平成２９年度安曇野市つながりひろがる地域づくり

くるりん広場交流会を開催します

くるりん広場登録団体の活動を広く市民に知っていただ

を紹介します

（土） 午後１時～

市民活動サポートセンター

プレゼンテーション

パネル展示、作品展示ほか

くつやとこびと 

こどものための音楽会実行委員会

穂高交流学習センター「みらい」

公演に向けて、趣旨に賛同する音楽教室の指導者が協力し合い

公募の合唱団１６名（小 1～小

3～高２）の子供達、

劇団の演技に呼吸を合わせようとする子ども

きない経験。」「成長が目の当たりに見られて嬉しい。」と見守る

奏（全１１曲）は

しい出来ばえで、聴衆は物語に引き込まれ

いました。 

舞台を終え、代表の市川美穂さんは「子ども

で楽しい。劇中のアドリブにも柔軟な感性と対応力を発揮して

くれました。この舞台での経験を活かし、今後もおひさまのよ

うに活躍してくれることを心から願っています。」

ました。 

（平成２９年度安曇野市つながりひろがる地域づくり

くるりん広場交流会を開催します

広く市民に知っていただ

を紹介します。引き続き

午後１時～３時３０分

市民活動サポートセンター「くるりん広場」

プレゼンテーション 

作品展示ほか 

こどものための音楽会実行委員会  共催：劇団すずの音

穂高交流学習センター「みらい」 

公演に向けて、趣旨に賛同する音楽教室の指導者が協力し合い

～小 5）とピアノ・マリンバ・バイオリン・ギ

～高２）の子供達、

劇団の演技に呼吸を合わせようとする子ども

きない経験。」「成長が目の当たりに見られて嬉しい。」と見守る

奏（全１１曲）は劇の場面を活き活きと印象づける素晴ら

しい出来ばえで、聴衆は物語に引き込まれ

舞台を終え、代表の市川美穂さんは「子ども

で楽しい。劇中のアドリブにも柔軟な感性と対応力を発揮して

この舞台での経験を活かし、今後もおひさまのよ

うに活躍してくれることを心から願っています。」

（平成２９年度安曇野市つながりひろがる地域づくり

くるりん広場交流会を開催します

広く市民に知っていただき、一人でも多くまちづくりに

引き続き交流会を開催致します。

３時３０分 

「くるりん広場」 

 

お問い合わせ

共催：劇団すずの音

公演に向けて、趣旨に賛同する音楽教室の指導者が協力し合い、半年以上前から

）とピアノ・マリンバ・バイオリン・ギ

～高２）の子供達、合唱・器楽

劇団の演技に呼吸を合わせようとする子ども達の真剣な姿と共に、「他ではで

きない経験。」「成長が目の当たりに見られて嬉しい。」と見守る保護者

劇の場面を活き活きと印象づける素晴ら

しい出来ばえで、聴衆は物語に引き込まれ

舞台を終え、代表の市川美穂さんは「子ども

で楽しい。劇中のアドリブにも柔軟な感性と対応力を発揮して

この舞台での経験を活かし、今後もおひさまのよ

うに活躍してくれることを心から願っています。」

（平成２９年度安曇野市つながりひろがる地域づくり

くるりん広場交流会を開催します 

、一人でも多くまちづくりに

交流会を開催致します。

お問い合わせ

共催：劇団すずの音  

、半年以上前から劇の場面に合わ

）とピアノ・マリンバ・バイオリン・ギ

合唱・器楽の練習はそれぞれの指

達の真剣な姿と共に、「他ではで

保護者の方々も印象的でした。

劇の場面を活き活きと印象づける素晴ら

しい出来ばえで、聴衆は物語に引き込まれ盛んに拍手を送って

舞台を終え、代表の市川美穂さんは「子ども達の発想は自由

で楽しい。劇中のアドリブにも柔軟な感性と対応力を発揮して

この舞台での経験を活かし、今後もおひさまのよ

うに活躍してくれることを心から願っています。」

（平成２９年度安曇野市つながりひろがる地域づくり事業

（荻野

、一人でも多くまちづくりに
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活動の
■場所

■講師

具体的な事例を示し、

ープ長になり会長に成長する仲間集めピラミッド（モデル）

の紹介で講座を締めくくりました。

講座の後、３グループに分かれて仲間づくりに関する情報

交換をする交流会になりました。どのグループも和やかに会

話が弾みました。全体を通して、市民活動団体にとって仲間

をつくり

また、講座のはじまりにアイスブレイクを入れるなど講座

の進め方もユニークで楽しい講座でした。

   

ランティア活動

２０歳代～６０歳代まで幅広い年齢のクラブ員の意見を元に、地域の歴史や文化を多くの市民に

知らせるとともに

楽しいそうな事、面白そうな事何でも意見を出し合い、地道な活動もありますが出来ることから

始めようを合言葉にしています。

主に次のような活動をしています。







くるりん講座

活動の仲間づくり
■場所 安曇野市役所穂高支所
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具体的な事例を示し、

ープ長になり会長に成長する仲間集めピラミッド（モデル）

の紹介で講座を締めくくりました。

講座の後、３グループに分かれて仲間づくりに関する情報

交換をする交流会になりました。どのグループも和やかに会

話が弾みました。全体を通して、市民活動団体にとって仲間

をつくり、活動を継続する事の大切

また、講座のはじまりにアイスブレイクを入れるなど講座

の進め方もユニークで楽しい講座でした。

   ◇ 新規登録団体紹介

エンジョイライフ安曇野クラブ
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始めようを合言葉にしています。

主に次のような活動をしています。

 安曇野やまびこ自転車道沿線の素晴らしい場所・危険な場所の検証とその情報配信

 堀金総合体育館前の安曇野やまびこ自転車道にかかる生垣等の刈込ボランティア

 堀金総合体育館、堀金小中学校に保管されている美術品の調査

くるりん講座

仲間づくり
安曇野市役所穂高支所
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具体的な事例を示し、活動の目的に
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講座は活動の悩み解決に関して、

たスパイラル」に陥ると活動

パイラル」にのれば活動が広がるとの興味深い話から始まりまし

た。仲間の雰囲気がなんとなく暗く、何をやっているか分からな

いときは楽しくないと感じ、明るい雰囲気で目的がはっきりして

いると楽しく活動ができることを様々なキーワードを使って解

説がありました。参加しやすく、仲間が集まる活動にするために

活動の目的に興味を持
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講座の後、３グループに分かれて仲間づくりに関する情報

交換をする交流会になりました。どのグループも和やかに会
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活動を継続する事の大切さを再認識しました。

また、講座のはじまりにアイスブレイクを入れるなど講座

の進め方もユニークで楽しい講座でした。
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、故郷再発見をすることで安曇野のすばらしさ等の情報配信に努めています。

楽しいそうな事、面白そうな事何でも意見を出し合い、地道な活動もありますが出来ることから

 

主に次のような活動をしています。 

安曇野やまびこ自転車道沿線の素晴らしい場所・危険な場所の検証とその情報配信

堀金総合体育館前の安曇野やまびこ自転車道にかかる生垣等の刈込ボランティア

堀金総合体育館、堀金小中学校に保管されている美術品の調査

代表者

連絡者

住所 
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長野県長寿社会開発センター

えんのわ 理事

講座は活動の悩み解決に関して、

たスパイラル」に陥ると活動

パイラル」にのれば活動が広がるとの興味深い話から始まりまし

た。仲間の雰囲気がなんとなく暗く、何をやっているか分からな

いときは楽しくないと感じ、明るい雰囲気で目的がはっきりして

いると楽しく活動ができることを様々なキーワードを使って解

説がありました。参加しやすく、仲間が集まる活動にするために

興味を持った人が、グル

ープ長になり会長に成長する仲間集めピラミッド（モデル）

講座の後、３グループに分かれて仲間づくりに関する情報

交換をする交流会になりました。どのグループも和やかに会

話が弾みました。全体を通して、市民活動団体にとって仲間
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また、講座のはじまりにアイスブレイクを入れるなど講座

の進め方もユニークで楽しい講座でした。 

生まれた意見を行政、市民に配信して行く
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、故郷再発見をすることで安曇野のすばらしさ等の情報配信に努めています。

楽しいそうな事、面白そうな事何でも意見を出し合い、地道な活動もありますが出来ることから

安曇野やまびこ自転車道沿線の素晴らしい場所・危険な場所の検証とその情報配信

堀金総合体育館前の安曇野やまびこ自転車道にかかる生垣等の刈込ボランティア

堀金総合体育館、堀金小中学校に保管されている美術品の調査

代表者 鶴見
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いると楽しく活動ができることを様々なキーワードを使って解

説がありました。参加しやすく、仲間が集まる活動にするために

安曇野市に居住

して良かったと思

えるよう
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出来る生活環境を

作り上げるため、

様々な分野で検証
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安曇野市市民活動サポートセンター

開館時間

休館日

 

住所

電話

E

URL
 

 

 

くるりん通信 

 

イベント情報

 市民活動事業成果報告会

■ 日 時

■ 場 所

■ 内 容

■ 参加費

■ 問合せ
 

 ひなまつりコンサート

■ 日 時

■ 場 所

■ 内 容

■ 出 演
曲 目

■ 参加費

■ 問合せ

■ 主 催
 

 朗読劇「少年⼝伝隊⼀九四五」穂⾼商業⾼校演劇部による
■ 日 時

■ 場 所

■ 内 容

■ 参加費

■ 主 催

 

 パブリックコメント募集が届いています。各計画案が当センターで閲覧できます。

◆ 第３期安曇野市

募集期間

◆ 安曇野地域公共交通網形成

募集期間

安曇野市市民活動サポートセンター

開館時間 

休館日 

  

住所  

電話/FAX 

E-mail 

URL  

市民活動サポートセンター特別相談日（要予約）

平成３０年３月５日（月）３月１５日（木）

（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。電話８２－１９２２）
 

登録団体募集
安曇野市市民活動サポートセンターでは、センターに登録していただける団体等を常時募集しています。
より多くの団体
り情報をお届けいたします。是非ご登録をお願いいたします。

 

 

イベント情報

市民活動事業成果報告会

時  ３月３

所  市役所４階大会議室

容  つながりひろがる地域づくり・市民協働事業提案制度実施事業成果発表・意見交換など

参加費  無料 

問合せ  地域づくり課まちづくり推進係

ひなまつりコンサート

時  ３月３日（土）午後１時３０分から３時

所  明科公民館

容  バイオリンとピアノ

演  市川雅之さん（バイオリン）市川美穂さん（ピアノ）
目  スプリングソナタ、愛の挨拶、ラ・カンパネラ

参加費  無料 

問合せ  明科公民館

催  男女共同参画推進会議あかしな支

朗読劇「少年⼝伝隊⼀九四五」穂⾼商業⾼校演劇部による
時  3 月１７日

所  穂高会館講堂

容  広島に原爆投下後、中国新聞社がニュースを口伝えで伝えた少年たちの記録

参加費  無料 

催  新日本婦人の会穂高支部

パブリックコメント募集が届いています。各計画案が当センターで閲覧できます。

安曇野市国民健康保険特定健康診査等実施

募集期間 平成

地域公共交通網形成

募集期間 平成

安曇野市市民活動サポートセンター

午前 9 時～午後

毎週日曜日

年末年始 

〒399-8303

0263-82-1922

azumino-skc

http://azumino

市民活動サポートセンター特別相談日（要予約）

平成３０年３月５日（月）３月１５日（木）

（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。電話８２－１９２２）

登録団体募集  

安曇野市市民活動サポートセンターでは、センターに登録していただける団体等を常時募集しています。
より多くの団体に登録していただき、各種事業を展開していきます。登録していただくと各種まちづく
り情報をお届けいたします。是非ご登録をお願いいたします。

イベント情報 

市民活動事業成果報告会 
３月３日（土）午後１時３０分から４時

市役所４階大会議室

つながりひろがる地域づくり・市民協働事業提案制度実施事業成果発表・意見交換など

 申込不要でどなたでも参加できます

地域づくり課まちづくり推進係

ひなまつりコンサート 
３月３日（土）午後１時３０分から３時

明科公民館 講堂

バイオリンとピアノ

市川雅之さん（バイオリン）市川美穂さん（ピアノ）
スプリングソナタ、愛の挨拶、ラ・カンパネラ

 申込不要（お茶付き）

明科公民館 電話

男女共同参画推進会議あかしな支

朗読劇「少年⼝伝隊⼀九四五」穂⾼商業⾼校演劇部による
月１７日（土）午後１時３０分（開場）

穂高会館講堂 

広島に原爆投下後、中国新聞社がニュースを口伝えで伝えた少年たちの記録

 申込不要 

新日本婦人の会穂高支部

パブリックコメント募集が届いています。各計画案が当センターで閲覧できます。

国民健康保険特定健康診査等実施

平成３０年２

地域公共交通網形成画計画

平成３０年２

安曇野市市民活動サポートセンター

時～午後 5 時 

毎週日曜日 

 12 月 29 日～

8303 安曇野市穂高

1922 

skc＠bz03.plala.or.jp

http://azumino-skc.net/

市民活動サポートセンター特別相談日（要予約）

平成３０年３月５日（月）３月１５日（木）

（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。電話８２－１９２２）

安曇野市市民活動サポートセンターでは、センターに登録していただける団体等を常時募集しています。
に登録していただき、各種事業を展開していきます。登録していただくと各種まちづく

り情報をお届けいたします。是非ご登録をお願いいたします。

午後１時３０分から４時

市役所４階大会議室 

つながりひろがる地域づくり・市民協働事業提案制度実施事業成果発表・意見交換など

申込不要でどなたでも参加できます

地域づくり課まちづくり推進係

３月３日（土）午後１時３０分から３時

講堂 

バイオリンとピアノ 早春のしらべ

市川雅之さん（バイオリン）市川美穂さん（ピアノ）
スプリングソナタ、愛の挨拶、ラ・カンパネラ

申込不要（お茶付き）

電話 ６２－４６０５

男女共同参画推進会議あかしな支

朗読劇「少年⼝伝隊⼀九四五」穂⾼商業⾼校演劇部による
土）午後１時３０分（開場）

広島に原爆投下後、中国新聞社がニュースを口伝えで伝えた少年たちの記録

 

新日本婦人の会穂高支部 

パブリックコメント募集が届いています。各計画案が当センターで閲覧できます。

国民健康保険特定健康診査等実施

２月１３日から

画計画（案）

２月２６日から

安曇野市市民活動サポートセンター 

日～1 月 3 日 

安曇野市穂高 6658 番地 

bz03.plala.or.jp 

skc.net/ 

市民活動サポートセンター特別相談日（要予約）

平成３０年３月５日（月）３月１５日（木）

（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。電話８２－１９２２）

安曇野市市民活動サポートセンターでは、センターに登録していただける団体等を常時募集しています。
に登録していただき、各種事業を展開していきます。登録していただくと各種まちづく

り情報をお届けいたします。是非ご登録をお願いいたします。

午後１時３０分から４時

つながりひろがる地域づくり・市民協働事業提案制度実施事業成果発表・意見交換など

申込不要でどなたでも参加できます

地域づくり課まちづくり推進係 電話７１－２４９４

３月３日（土）午後１時３０分から３時

早春のしらべ 

市川雅之さん（バイオリン）市川美穂さん（ピアノ）
スプリングソナタ、愛の挨拶、ラ・カンパネラ

申込不要（お茶付き） 

６２－４６０５ 

男女共同参画推進会議あかしな支部 

朗読劇「少年⼝伝隊⼀九四五」穂⾼商業⾼校演劇部による
土）午後１時３０分（開場）

広島に原爆投下後、中国新聞社がニュースを口伝えで伝えた少年たちの記録

パブリックコメント募集が届いています。各計画案が当センターで閲覧できます。

国民健康保険特定健康診査等実施

日から平成３０年

（案） 

日から平成３０年

 

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３月５日（月）３月１５日（木） 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。電話８２－１９２２）

安曇野市市民活動サポートセンターでは、センターに登録していただける団体等を常時募集しています。
に登録していただき、各種事業を展開していきます。登録していただくと各種まちづく

り情報をお届けいたします。是非ご登録をお願いいたします。

午後１時３０分から４時 

つながりひろがる地域づくり・市民協働事業提案制度実施事業成果発表・意見交換など

申込不要でどなたでも参加できます 

７１－２４９４

３月３日（土）午後１時３０分から３時 

市川雅之さん（バイオリン）市川美穂さん（ピアノ）
スプリングソナタ、愛の挨拶、ラ・カンパネラ 他

朗読劇「少年⼝伝隊⼀九四五」穂⾼商業⾼校演劇部による 
土）午後１時３０分（開場） 午後２時（開演）

広島に原爆投下後、中国新聞社がニュースを口伝えで伝えた少年たちの記録

パブリックコメント募集が届いています。各計画案が当センターで閲覧できます。

国民健康保険特定健康診査等実施計画（案）

平成３０年３月１２

平成３０年３月３０

〔市民活動のイロハ、ＮＰＯの立ち上げ等に関する内容〕

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。電話８２－１９２２）

安曇野市市民活動サポートセンターでは、センターに登録していただける団体等を常時募集しています。
に登録していただき、各種事業を展開していきます。登録していただくと各種まちづく

り情報をお届けいたします。是非ご登録をお願いいたします。 

つながりひろがる地域づくり・市民協働事業提案制度実施事業成果発表・意見交換など

７１－２４９４ 

市川雅之さん（バイオリン）市川美穂さん（ピアノ） 
他 

午後２時（開演） 

広島に原爆投下後、中国新聞社がニュースを口伝えで伝えた少年たちの記録

パブリックコメント募集が届いています。各計画案が当センターで閲覧できます。

計画（案） 

１２日まで

３０日まで

〔市民活動のイロハ、ＮＰＯの立ち上げ等に関する内容〕

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。電話８２－１９２２）

安曇野市市民活動サポートセンターでは、センターに登録していただける団体等を常時募集しています。
に登録していただき、各種事業を展開していきます。登録していただくと各種まちづく

 

つながりひろがる地域づくり・市民協働事業提案制度実施事業成果発表・意見交換など

 

広島に原爆投下後、中国新聞社がニュースを口伝えで伝えた少年たちの記録

パブリックコメント募集が届いています。各計画案が当センターで閲覧できます。 

日まで 

日まで 

〔市民活動のイロハ、ＮＰＯの立ち上げ等に関する内容〕

（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。電話８２－１９２２）

安曇野市市民活動サポートセンターでは、センターに登録していただける団体等を常時募集しています。
に登録していただき、各種事業を展開していきます。登録していただくと各種まちづく

つながりひろがる地域づくり・市民協働事業提案制度実施事業成果発表・意見交換など

広島に原爆投下後、中国新聞社がニュースを口伝えで伝えた少年たちの記録 

〔市民活動のイロハ、ＮＰＯの立ち上げ等に関する内容〕

（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。電話８２－１９２２）

安曇野市市民活動サポートセンターでは、センターに登録していただける団体等を常時募集しています。
に登録していただき、各種事業を展開していきます。登録していただくと各種まちづく

つながりひろがる地域づくり・市民協働事業提案制度実施事業成果発表・意見交換など 

〔市民活動のイロハ、ＮＰＯの立ち上げ等に関する内容〕 

（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。電話８２－１９２２） 

安曇野市市民活動サポートセンターでは、センターに登録していただける団体等を常時募集しています。 

に登録していただき、各種事業を展開していきます。登録していただくと各種まちづく


