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くるりん通信
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１０月２１日（土）に「豊かな田園生活、ガーデンファーム」と

公民館で開催しました。この講演会は協働のまちづくり推

進事業の一つで、春は野菜の作り方と安曇野に住んでガー

デンライフを始めた方の体験発表をしていただきました。

 今回は土づくりを中心に、前回に引き続き長野県農業試

験所研究員として活躍されていた吉田清志先生から講演を

していただきました。

講演会に訪れた多くの方が家庭菜園や市民農園、また、

近所の農家の方から農地を使わせてもらおうとする人たち

で、狭い面積に多くの種類の野菜などを作ることが多く、また熱心な質問もあり、

たものと思われました。

 体験発表では農家に嫁いだ松尾園子さんに、みそ造りや豆腐作り等いろいろと実践しながら地域循環経

済や健康長寿などを農家の女性たちと一緒になって進めている暮らしぶりを聞かせてもらいました。

 当会

の交流、さらには地域の交流を進める一助となることを願って開催した講演会

きるこの『ガーデンファーム』は、農業が持つ多面的機能である国土保全、自然環境の保全、景観の形成、

健康推

えています。『ガーデンファーム』の安曇野暮らしが『安曇野』を次世代へとつなげることだと期待して

います。

11

国際

界と交流し

る･知る･食べる」体験を楽しみました。

今年は安曇野市との協働提案事業として開催され

委員会後援、地元企業の協賛、公益財団法人長野県国際化協会

（ANPI
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割は魅力的な寄付先があれば寄付する可能性がある、統計では国民の

方法で社会貢献を希望しているなど寄付が集まる可能性が予想以上に高

いことが紹介されました。

と寄付に関する解説を結びました。

１．資金源は一つではない

２．

３

こ

  ◇  

  下堀 おはなし会

な健康体操、紙芝居や朗読、俳句・短歌つくりをして世代を超えた交流をしています。時には落語やコン

サート、夏祭りなど近くのイベントへ皆で出かけたりもします。

参加した皆さんの笑顔を見ることを何よりの励みとして、小さくても温かな居場所づくりを継続してい

回覧板などではなく口コミによって自然に広がっていくことを望んでいます。

体調など伺いながら

守り、安否確認につながると考えています。 

１０月２

～資金づくりのポイント～ 

別棟大会議室 

法人日本ファンドレイジング協会

活動を継続していくために必要な資金をどうやって集めるか、

開講しました。

・市民団体の財源は大きく事業収入（自主事業・委託事業）

つがあり、それぞれのバランスが大切という

基本的な説明がありました。助成金・補助金については

の目的と申請事業の内容が合致するよう計画をたて

んではなく団体の成長と社会的貢献を配慮して申請し、活用する

割は魅力的な寄付先があれば寄付する可能性がある、統計では国民の

方法で社会貢献を希望しているなど寄付が集まる可能性が予想以上に高

いことが紹介されました。

寄付に関する解説を結びました。

１．資金源は一つではない

２．団体の活動目的をしっかりと決める

３．活動報告はしっかりとする

この 3 点が資金づくりの「ツボ」

代表者 

連絡者 

住所 

 

電話 

FAX 

E-mai

l 

おはなし会

な健康体操、紙芝居や朗読、俳句・短歌つくりをして世代を超えた交流をしています。時には落語やコン

サート、夏祭りなど近くのイベントへ皆で出かけたりもします。

参加した皆さんの笑顔を見ることを何よりの励みとして、小さくても温かな居場所づくりを継続してい

回覧板などではなく口コミによって自然に広がっていくことを望んでいます。

体調など伺いながら開催案内を

 

２１日（土）

 

法人日本ファンドレイジング協会

どうやって集めるか、

開講しました。 

・市民団体の財源は大きく事業収入（自主事業・委託事業）

つがあり、それぞれのバランスが大切という

基本的な説明がありました。助成金・補助金については、助成プログラム

の目的と申請事業の内容が合致するよう計画をたて、単に活動資金の補て

んではなく団体の成長と社会的貢献を配慮して申請し、活用する

割は魅力的な寄付先があれば寄付する可能性がある、統計では国民の

方法で社会貢献を希望しているなど寄付が集まる可能性が予想以上に高

いことが紹介されました。

寄付に関する解説を結びました。

１．資金源は一つではない

団体の活動目的をしっかりと決める

活動報告はしっかりとする

点が資金づくりの「ツボ」

山田 百合

山田 百合

〒 399-8211

安曇野市堀金烏川

0263-72-

0263-72-

yamada3.y824@eagle.ocn.ne.jp

おはなし会 

な健康体操、紙芝居や朗読、俳句・短歌つくりをして世代を超えた交流をしています。時には落語やコン

サート、夏祭りなど近くのイベントへ皆で出かけたりもします。 

参加した皆さんの笑顔を見ることを何よりの励みとして、小さくても温かな居場所づくりを継続してい

回覧板などではなく口コミによって自然に広がっていくことを望んでいます。

開催案内を必ず手渡ししています。そのことによって見

（土）  

法人日本ファンドレイジング協会認定ファンドレンザー

どうやって集めるか、こん

・市民団体の財源は大きく事業収入（自主事業・委託事業）、助成

つがあり、それぞれのバランスが大切という

助成プログラム

単に活動資金の補て

んではなく団体の成長と社会的貢献を配慮して申請し、活用するのがポイントだと

割は魅力的な寄付先があれば寄付する可能性がある、統計では国民の

方法で社会貢献を希望しているなど寄付が集まる可能性が予想以上に高

いことが紹介されました。最後に寄付を頂いたら

寄付に関する解説を結びました。 

１．資金源は一つではない。 

団体の活動目的をしっかりと決める

活動報告はしっかりとする。 

点が資金づくりの「ツボ」

百合 

百合 
8211 

堀金烏川 4727

-5690 

-5690 

yamada3.y824@eagle.ocn.ne.jp

な健康体操、紙芝居や朗読、俳句・短歌つくりをして世代を超えた交流をしています。時には落語やコン

参加した皆さんの笑顔を見ることを何よりの励みとして、小さくても温かな居場所づくりを継続してい

回覧板などではなく口コミによって自然に広がっていくことを望んでいます。

必ず手渡ししています。そのことによって見

 

認定ファンドレンザー

こん

、助成

つがあり、それぞれのバランスが大切という

助成プログラム

単に活動資金の補て

のがポイントだと

割は魅力的な寄付先があれば寄付する可能性がある、統計では国民の

方法で社会貢献を希望しているなど寄付が集まる可能性が予想以上に高

寄付を頂いたら

 

団体の活動目的をしっかりと決める。 

 

であるとのまとめでした。

4727-2 

yamada3.y824@eagle.ocn.ne.jp 

２か月に

堀公民館で子どもから高

齢者まで幅広い皆さんと

楽しいひと時を過ごす会

を開催しています。

お茶を飲みながら、お

しゃべりを楽しみ、簡単

な健康体操、紙芝居や朗読、俳句・短歌つくりをして世代を超えた交流をしています。時には落語やコン

参加した皆さんの笑顔を見ることを何よりの励みとして、小さくても温かな居場所づくりを継続してい

回覧板などではなく口コミによって自然に広がっていくことを望んでいます。

必ず手渡ししています。そのことによって見

認定ファンドレンザー・NPO 法人えんのわ

のがポイントだとのことでし

割は魅力的な寄付先があれば寄付する可能性がある、統計では国民の 7 割が寄付や、その他の

方法で社会貢献を希望しているなど寄付が集まる可能性が予想以上に高

寄付を頂いたら 7 回お礼をし

であるとのまとめでした。

くるりん通信

か月に１回、堀金下

堀公民館で子どもから高

齢者まで幅広い皆さんと

楽しいひと時を過ごす会

を開催しています。

お茶を飲みながら、お

しゃべりを楽しみ、簡単

な健康体操、紙芝居や朗読、俳句・短歌つくりをして世代を超えた交流をしています。時には落語やコン

参加した皆さんの笑顔を見ることを何よりの励みとして、小さくても温かな居場所づくりを継続してい

回覧板などではなく口コミによって自然に広がっていくことを望んでいます。会の開催が

必ず手渡ししています。そのことによって見

法人えんのわ理事

のことでした。また、

割が寄付や、その他の

方法で社会貢献を希望しているなど寄付が集まる可能性が予想以上に高

回お礼をしましょう、

であるとのまとめでした。 

くるりん通信 

3 

回、堀金下

堀公民館で子どもから高

齢者まで幅広い皆さんと

楽しいひと時を過ごす会

を開催しています。 

お茶を飲みながら、お

しゃべりを楽しみ、簡単

な健康体操、紙芝居や朗読、俳句・短歌つくりをして世代を超えた交流をしています。時には落語やコン

参加した皆さんの笑顔を見ることを何よりの励みとして、小さくても温かな居場所づくりを継続してい

会の開催が２

必ず手渡ししています。そのことによって見

 

理事 

た。また、

割が寄付や、その他の

方法で社会貢献を希望しているなど寄付が集まる可能性が予想以上に高

ましょう、



くるりん通信
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● 

● 

● 

◆ 

市民活動サポートセンター

 
登録団体募集

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

 伝えるコツ
■ 日 時
■ 場 所
■ 内 容
■ 講 師
■ 参加費
■ 主 催
■ 問合せ

 シニアの出番発見

■ 日 時
■ 場 所
■ 参加者
■ 内 容

     
■ 参加費
■ 主 催
■ 問合せ

     

 オレンジカフェ花水木

■ 日 時
■ 場 所
■ 内 容

■ 参加費
■ 主 催
■ 問合せ

 

 パブリックコメント募集が届いています

◆「安曇野市

募集期間

◆「第２次安曇野市総合計画・基本構想・前期基本計画」案…

募集期間

◆「安曇野市老人福祉計画及び第

募集期間

市民活動サポートセンター
平成２９年１２月５日（火）１２月１５日（金）１２月２５日（月）

（上記以外に

登録団体募集
より多くの団体等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

お届けいたします。是非ご登録をお願いいたします。

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  

 

イベント情報

伝えるコツセミナー
時  1２月
所  長野市ふれあい福祉センター
容  広報のプロから学ぶ！１９のコツ
師  藤本宗将氏（株）電通コピーライター／鈴木

参加費  １,０００円
催  特定非営利活動法人長野県

問合せ  特定非営利活動法人長野県

シニアの出番発見 

時  1２月
所  松本合同庁舎

参加者  シニア大学松本学部
容  シニア大学を卒業し、地域で活動したいシニアの皆さんと、シニアの参加を求める

     団体等の出会いの場です。シニアの皆さんや団体との交流・情報交換を行います。
参加費  無料（申込不要）

催  （公財）長野県長寿社会開発センター松本支部、長野県松本保険福祉事務所
問合せ  （公財）長野県長寿社会開発センター松本支部、長野県シニア大学松本学部
     電話０２６３－４０－１９１１

オレンジカフェ花水木

時  1２月１
所  安曇野市ささえあいセンターにじ（豊科４０３０－４
容  オレンジカフェの

★みんなでクリスマスソングを歌いましょう
★笑いヨガ・クリスマスバージョン

参加費  ３００円
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

問合せ  妹尾さん

パブリックコメント募集が届いています

野市空家等対策計画」案…市民生活部環境課

募集期間 平成２９年１１月１３日から１２月１５日まで

次安曇野市総合計画・基本構想・前期基本計画」案…

募集期間 平成

安曇野市老人福祉計画及び第

募集期間 平成２９年１１月２０日から１２月１９日

 

市民活動サポートセンター
平成２９年１２月５日（火）１２月１５日（金）１２月２５日（月）

上記以外にも随時受付け

登録団体募集 安曇野市市民活動サポートセンタ

より多くの団体等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

お届けいたします。是非ご登録をお願いいたします。

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 12

〒399-8303 

0263-82-1922

azumino-skc

http://azumino

イベント情報 

セミナー in NAGANO
２月９日（土） 

長野市ふれあい福祉センター
広報のプロから学ぶ！１９のコツ
藤本宗将氏（株）電通コピーライター／鈴木

０００円 
特定非営利活動法人長野県
特定非営利活動法人長野県

 

２月 12 日（火）
松本合同庁舎 講堂
シニア大学松本学部
シニア大学を卒業し、地域で活動したいシニアの皆さんと、シニアの参加を求める
団体等の出会いの場です。シニアの皆さんや団体との交流・情報交換を行います。
無料（申込不要）
（公財）長野県長寿社会開発センター松本支部、長野県松本保険福祉事務所
（公財）長野県長寿社会開発センター松本支部、長野県シニア大学松本学部
電話０２６３－４０－１９１１

オレンジカフェ花水木 

２月１６日（土）
安曇野市ささえあいセンターにじ（豊科４０３０－４
オレンジカフェの
★みんなでクリスマスソングを歌いましょう
★笑いヨガ・クリスマスバージョン
３００円 

法人安曇野オレンジカフェまちづくりネットワーク
妹尾さん 電話０２６３－８７－８２３２

パブリックコメント募集が届いています

空家等対策計画」案…市民生活部環境課

平成２９年１１月１３日から１２月１５日まで

次安曇野市総合計画・基本構想・前期基本計画」案…

平成２９年１１

安曇野市老人福祉計画及び第

平成２９年１１月２０日から１２月１９日

市民活動サポートセンター特別相談日
平成２９年１２月５日（火）１２月１５日（金）１２月２５日（月）

も随時受付けますが、事前に

安曇野市市民活動サポートセンタ

より多くの団体等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

お届けいたします。是非ご登録をお願いいたします。

安曇野市市民活動サポートセンター

時～午後 5 時 

 

12 月 29 日～1

 安曇野市穂高

1922 

skc＠bz03.plala.or.jp

http://azumino-skc.net/

in NAGANO 
 午後 1 時から５時

長野市ふれあい福祉センター
広報のプロから学ぶ！１９のコツ
藤本宗将氏（株）電通コピーライター／鈴木

特定非営利活動法人長野県 NPO
特定非営利活動法人長野県 NPO

日（火） 午後 1 時～
講堂 

シニア大学松本学部 2 年生、シニアの参加を求める団体
シニア大学を卒業し、地域で活動したいシニアの皆さんと、シニアの参加を求める
団体等の出会いの場です。シニアの皆さんや団体との交流・情報交換を行います。
無料（申込不要） 
（公財）長野県長寿社会開発センター松本支部、長野県松本保険福祉事務所
（公財）長野県長寿社会開発センター松本支部、長野県シニア大学松本学部
電話０２６３－４０－１９１１

） 午前 10
安曇野市ささえあいセンターにじ（豊科４０３０－４
オレンジカフェの�クリスマス会
★みんなでクリスマスソングを歌いましょう
★笑いヨガ・クリスマスバージョン

法人安曇野オレンジカフェまちづくりネットワーク
０２６３－８７－８２３２

パブリックコメント募集が届いています。各計画案

空家等対策計画」案…市民生活部環境課

平成２９年１１月１３日から１２月１５日まで

次安曇野市総合計画・基本構想・前期基本計画」案…

１１月１６日から

安曇野市老人福祉計画及び第７期介護保険事業計画

平成２９年１１月２０日から１２月１９日

相談日（要予約）
平成２９年１２月５日（火）１２月１５日（金）１２月２５日（月）

事前にご連絡いただける

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。

より多くの団体等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

お届けいたします。是非ご登録をお願いいたします。

安曇野市市民活動サポートセンター 

1 月 3 日 

安曇野市穂高 6658 番地 

bz03.plala.or.jp 

skc.net/ 

時から５時 
長野市ふれあい福祉センター ４F ２・３会議室
広報のプロから学ぶ！１９のコツ 伝えるコツを身につけよう
藤本宗将氏（株）電通コピーライター／鈴木

NPO センター
NPO センター

時～3 時 30

年生、シニアの参加を求める団体
シニア大学を卒業し、地域で活動したいシニアの皆さんと、シニアの参加を求める
団体等の出会いの場です。シニアの皆さんや団体との交流・情報交換を行います。

（公財）長野県長寿社会開発センター松本支部、長野県松本保険福祉事務所
（公財）長野県長寿社会開発センター松本支部、長野県シニア大学松本学部
電話０２６３－４０－１９１１ FAX０２６３－４０－１８０３

10 時～正午 
安曇野市ささえあいセンターにじ（豊科４０３０－４

クリスマス会（認知症予防カフェ）
★みんなでクリスマスソングを歌いましょう
★笑いヨガ・クリスマスバージョン 

法人安曇野オレンジカフェまちづくりネットワーク
０２６３－８７－８２３２

。各計画案が当

空家等対策計画」案…市民生活部環境課 

平成２９年１１月１３日から１２月１５日まで

次安曇野市総合計画・基本構想・前期基本計画」案…

日から１２月１５

期介護保険事業計画」素案

平成２９年１１月２０日から１２月１９日

（要予約） 〔市民活動

平成２９年１２月５日（火）１２月１５日（金）１２月２５日（月）

ご連絡いただけると助かります。

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。

より多くの団体等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

お届けいたします。是非ご登録をお願いいたします。 

 

２・３会議室 
伝えるコツを身につけよう

藤本宗将氏（株）電通コピーライター／鈴木 契氏（株）電通関西支社ＣＭプランナー

センター 
センター 山室さん

30 分 

年生、シニアの参加を求める団体
シニア大学を卒業し、地域で活動したいシニアの皆さんと、シニアの参加を求める
団体等の出会いの場です。シニアの皆さんや団体との交流・情報交換を行います。

（公財）長野県長寿社会開発センター松本支部、長野県松本保険福祉事務所
（公財）長野県長寿社会開発センター松本支部、長野県シニア大学松本学部

０２６３－４０－１８０３

 
安曇野市ささえあいセンターにじ（豊科４０３０－４

（認知症予防カフェ）
★みんなでクリスマスソングを歌いましょう 

法人安曇野オレンジカフェまちづくりネットワーク
０２６３－８７－８２３２ 

当センターで閲覧できます。

平成２９年１１月１３日から１２月１５日まで 

次安曇野市総合計画・基本構想・前期基本計画」案…政策部

１５日まで 

」素案…保健

平成２９年１１月２０日から１２月１９日まで 

〔市民活動のイロハ

平成２９年１２月５日（火）１２月１５日（金）１２月２５日（月） 毎月５のつく開館日

と助かります。電話８２－１９２２

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。

より多くの団体等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

 
伝えるコツを身につけよう 

契氏（株）電通関西支社ＣＭプランナー

山室さん 電話０２６－２６９－００１５

年生、シニアの参加を求める団体 
シニア大学を卒業し、地域で活動したいシニアの皆さんと、シニアの参加を求める
団体等の出会いの場です。シニアの皆さんや団体との交流・情報交換を行います。

（公財）長野県長寿社会開発センター松本支部、長野県松本保険福祉事務所
（公財）長野県長寿社会開発センター松本支部、長野県シニア大学松本学部

０２６３－４０－１８０３

安曇野市ささえあいセンターにじ（豊科４０３０－４ 電話７２－３０１３）
（認知症予防カフェ） 

法人安曇野オレンジカフェまちづくりネットワーク 

センターで閲覧できます。

政策部政策経営課

保健医療部介護保険課

のイロハ、ＮＰＯの立ち上げ

毎月５のつく開館日

電話８２－１９２２

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。

より多くの団体等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

 
契氏（株）電通関西支社ＣＭプランナー

０２６－２６９－００１５

シニア大学を卒業し、地域で活動したいシニアの皆さんと、シニアの参加を求める
団体等の出会いの場です。シニアの皆さんや団体との交流・情報交換を行います。

（公財）長野県長寿社会開発センター松本支部、長野県松本保険福祉事務所
（公財）長野県長寿社会開発センター松本支部、長野県シニア大学松本学部

０２６３－４０－１８０３ 

電話７２－３０１３）

センターで閲覧できます。 

政策経営課 

介護保険課 

、ＮＰＯの立ち上げ等に関する内容〕

毎月５のつく開館日 

電話８２－１９２２） 

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。

より多くの団体等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

契氏（株）電通関西支社ＣＭプランナー

０２６－２６９－００１５

シニア大学を卒業し、地域で活動したいシニアの皆さんと、シニアの参加を求める 
団体等の出会いの場です。シニアの皆さんや団体との交流・情報交換を行います。 

（公財）長野県長寿社会開発センター松本支部、長野県松本保険福祉事務所 
（公財）長野県長寿社会開発センター松本支部、長野県シニア大学松本学部 事務局 

電話７２－３０１３）  

に関する内容〕 

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。

より多くの団体等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 

契氏（株）電通関西支社ＣＭプランナー 

０２６－２６９－００１５ 

 

 

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。 


