
 

 

 

 

 

新体制がスタートしました 

◆  市民活動サポートセンターが目指す「協働」のまちづくり市民活動サポートセンターが目指す「協働」のまちづくり市民活動サポートセンターが目指す「協働」のまちづくり市民活動サポートセンターが目指す「協働」のまちづくり 

        （安曇野市市民生活部地域づくり課長  小林 一彦） 

 平素より、それぞれのお立場で、安曇野市の協働のまちづくり推進にご尽力をいただいており

ますこと、厚くお礼申しあげます。さて、人口減少や少子高齢化等、社会情勢が大きく変化する

中で、私たちの暮らしは今、単体では解決できない多くの問題を抱えています。様々な問題を地

域や社会の中で解決していこうとする時に、多様な主体が、分野や組織等を越えてつながり課題

解決に取り組む、「協働」が求められています。今後、主体的に地域活動に取り組まれている皆

さまのお力がより一層重要となります。市民活動サポートセンターは、「協働」のまちづくりの

拠点として、市民一人ひとりが心豊かに、安心して生き生きと暮らせるまちづくりを目指し、そ

れぞれの活動がより充実するよう努めてまいりますので、よろしくお願い申しあげます。 

 

◆◆◆◆    市民活動サポートセンター・市民活動サポートセンター・市民活動サポートセンター・市民活動サポートセンター・コーディネーター・サポーターコーディネーター・サポーターコーディネーター・サポーターコーディネーター・サポーター    紹介紹介紹介紹介 

 昨年度に続き、コーディネーター３名（今泉 一・荻野 香代・田中 吉弘） 

が市民活動サポートセンターの業務を担当致します。 

 またセンターサポーターとして昨年度就任した８名 

（ 磯野 康子・小野 松雄・川﨑 克之・初谷 大子・ 

林 孝彦・藤原 綾子・宗像 章・百瀬 陽子 ）と今年 

度新たに、右の２名がサポーターに加わり、市民活動 

サポートセンターの運営協力や市民活動の現場に取材 

に伺います。よろしくお願い致します。 

（活動情報をお寄せください） 

 

新しい登録団体を紹介します 

 次の市民活動団体が市民活動サポートセンター（くるりん広場）の登録団体に加わりました。 

【いきいきいきいきいきいきいきいきｸﾗﾌﾞｸﾗﾌﾞｸﾗﾌﾞｸﾗﾌﾞわか葉わか葉わか葉わか葉会会会会】…元気アップ体操、カラオケなどで地域の高齢者の交流の場をつくる。 

【セニョールセニョールセニョールセニョール＆＆＆＆セニョリータセニョリータセニョリータセニョリータ】…無農薬・無化学肥料・無除草剤の野菜づくりで仲間が集う。 

【とよしな女声合唱団とよしな女声合唱団とよしな女声合唱団とよしな女声合唱団】…楽しく歌うことを通じて健康・長寿を目指す。 

【安曇野ドリンクフェスタ安曇野ドリンクフェスタ安曇野ドリンクフェスタ安曇野ドリンクフェスタ実行委員会実行委員会実行委員会実行委員会】…地域資源の「水」を主眼に地域の活性化を図る。 

【小倉祭り保存会小倉祭り保存会小倉祭り保存会小倉祭り保存会】…地区の伝統文化を保存し次世代へ継承していく。 

【木のおもちゃ木のおもちゃ木のおもちゃ木のおもちゃ みっぴー工房みっぴー工房みっぴー工房みっぴー工房】…木のおもちゃ作りを通して木に親しむ。 

◆□安曇野市市民活動サポートセンター（くるりん広場）では 登録団体を随時募集しています。□◆ 
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サポーター 



くるりん通信 

2 

レポート 

オレンジカフェ花水木オレンジカフェ花水木オレンジカフェ花水木オレンジカフェ花水木一周年記念特別企画一周年記念特別企画一周年記念特別企画一周年記念特別企画    安曇野安曇野安曇野安曇野ちひろちひろちひろちひろ公園公園公園公園 dededede カフェカフェカフェカフェ    

 ４月１５日４月１５日４月１５日４月１５日 ■主催 オレンジカフェ花水木 ■場所 安曇野ちひろ公園    

 オレンジカフェ（認知症カフェ）は、認知症の人やその家族、

地域の人や支援者など、誰もが立ち寄ることができる場所です。

気軽にお茶を飲みながら体操や歌や料理などの活動をし、情報

交換などを通して理解を深めます。 

 オレンジカフェ花水木（豊科成相）は、毎月第３土曜日の朝

10 時から 12時に開催され、誰でも歓迎で予約は不要。参加

費は 300円（飲食代や講師料等）。 

 2017年オレンジカフェ花水木一周年特別企画「安曇野ちひろ公園 de カフェ」が４月 15日

（土）に催行されました。参加費は 500円で、参加者は 25名でした。朝、オレンジカフェ花

水木からスタッフの車に分乗して松川村にある安曇野ちひろ公園に出発しました。「食」「農」

「いのち」を体験的に学べる安曇野ちひろ公園では、ゆっくりと散策を楽しみました。ちひろの

絵で愛される『窓際のトットちゃん』（ちひろ美術館長 黒柳徹子・著）の物語にちなんだ「ト

ットちゃん広場」には、トモエ学園の世界を再現する「モハとデハニ」という２両の電車があり、

トットちゃんの電車の教室と電車の図書館に乗車しました。隣接するトモエの講堂も見学しまし

た。体験交流館では、大勢でおむすび作りをし、みんなで楽しく昼食をいただいた後、帰路につ

きました。代表の妹尾洋人さんは「これからも楽しい企画を実施していきたい。」と今後の抱負

を話してくれました。                           （林 孝彦） 

    安曇誕生の系譜を探る会安曇誕生の系譜を探る会安曇誕生の系譜を探る会安曇誕生の系譜を探る会    創立創立創立創立 10101010 周年記念講周年記念講周年記念講周年記念講演演演演    海人族海人族海人族海人族のののの陸化陸化陸化陸化をめぐってをめぐってをめぐってをめぐって    

 ４４４４月月月月２２２２２２２２日日日日    ■主催 安曇誕生の系譜を探る ■場所 穂高神社参集殿 

 信濃国安曇郡は安曇氏族（安曇族）の氏族名を付して設立されました。安曇には卑弥呼の時代

より古くから続く悠久の歴史ロマンがあり、関東以西に安曇氏族のゆかりの地が多数あります。

安曇誕生の系譜を探る会は、安曇氏族はいつ、どこから、なぜやってきたのか、祖先の足跡をた

どり、そのルーツを探ろうとしています。今年で 10周年を迎えるこの会では、今年度は「安曇

氏族の興亡」をテーマにして、５月から毎月１回 学習会を実施するとのことです。 

 安曇誕生の系譜を探る会創立 10周年記念講演会が４月 22日（土）に穂高神社参集殿で開催

されました。テーマは「海人族の陸化をめぐって」で、講師は巻山圭一氏（信濃史学会会員・明

科高等学校校長）。会費は 200円（資料代等）。古代の安曇野を開拓したといわれる安曇氏が、

主祭神として奉祀したのが穂高神社の穂高見命。穂高神社の

嶺宮は奥穂高岳山頂に鎮座しています。日本アルプスの代表

的名山にどうして海人系とされる穂高見命を祀るのでしょう

か？そこに海人族の陸化についての謎を解く鍵が…民俗学的

なアプローチについての講演でした。安曇誕生の系譜を探る

会会長の丸山祐之さんは、「会の 10周年記念の事業を進め

ていきたい。」とのことでした。 

                                     （林 孝彦） 
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４月１４日４月１４日４月１４日４月１４日            観桜会観桜会観桜会観桜会                ■■■■主催 安曇野緑の会 

安曇野の春を彩る桜を鑑賞するバスツアーが安曇野緑の会の主催

で実施されました。 

有明耳塚のコヒガンザクラからはじまり、市内のソメイヨシノ、

シダレザクラ、エドヒガンザクラの桜の名所を訪ねて１６ヶ所をめ

ぐりました。どの桜もいわれがあったり、美しさ、樹齢などで広く

知られています。 

天候の影響で開花が遅れていて、満開ではありませんでしたが、

桜についての解説を聞きながら安曇野のすばらしい桜を鑑賞することができました。 

もし満開であったらさらに感動が深くなったであろうと思いましたが、桜に合わせて春の野の

美しい花との出会いもあり充実した１日になりました。   安曇野緑の会 会長 小河 深美 

こんな活動をしています！こんな活動をしています！こんな活動をしています！こんな活動をしています！                木のおもちゃ木のおもちゃ木のおもちゃ木のおもちゃ    みっぴー工房みっぴー工房みっぴー工房みっぴー工房 

 木製のおもちゃづくりを通じて、赤ちゃんからご高齢の方まで、木の温も

りやその特性等について伝え、木に親しんでもらう活動を行っている、「木

のおもちゃ みっぴー工房」の代表、岡本さんにお話しを伺いました。 

 岡本さんは 10 年程前に安曇野市に移住されてから勉強を重ね、木製のお

もちゃづくりを始めました。その後、木製のおもちゃづくりに関心のある

方々から声がかかるようになったことがきっかけで、おもちゃづくりの体験

講座を、月１回、または依頼に応じ開催しています。受講者は小さなお子さ

んから高齢の方まで幅広く、世代間交流の場としても参加者の楽しみとなっています。岡本さんは、「手

作りの木製おもちゃを通して、家族がつながるきっかけとなれば嬉しい。」と話してくれました。材料費

を負担していただかなければならないこと、また、お子さんの様子が心配で参加をためらうお母さんの声

もあるため、今後の課題として「誰でも安心して、もっと気軽に体験講座に参加できるような環境づくり

を工夫できれば。」とお話を伺いました。 

こんな活動をしています！こんな活動をしています！こんな活動をしています！こんな活動をしています！                                                                三三三三匹のこぶた匹のこぶた匹のこぶた匹のこぶた 

 市内外で「イングリッシュハンドベル」による演奏会を行っている団体「三匹のこぶた」の皆さん（代

表：耳塚さん）にお話しを伺いました。一般に普及しているハンドベルと異なり、「イングリッシュハン

ドベル」は、音色ごとに大きさが異なる特徴をもつほか、取り扱いの難しさがあるものの、「天使のハー

モニー」と言われる素晴らしい音色により聞く人を魅了する楽器です。 

 「三匹のこぶた」はイングリッシュハンドベル奏者で講師の耳塚さんと生徒の計３名で、その音色を広

く伝えることを目的に立ち上げた団体です。現在は６名で日々楽しく練習に励み、介護施設や保育園等か

らの依頼に応じて演奏活動を行っています。当初は「自分が楽しむため」と参

加したメンバーも、今では演奏を聞き喜んでくださる姿にとてもやりがいを感

じているそうです。 

 今後、他の演奏団体や読み聞かせ等の団体とのコラボレーションにより、活

動の幅を広げていきたいという目標をおもちで、代表の耳塚さんは、「様々な

取り組みを行う団体と連携することで、より充実した活動につなげていきた

い。」とこれからの抱負と課題を語ってくれました。 
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イベント情報 

● 緑のカーテン広げよう 

■ 日時 ５月２０日（土）午前１１時から１２時 

■ 場所 碌山公園 研成ホール 

■ 内容  大きな緑のカーテンになる朝顔オーシャンブルーの育て方のコツを学ぶ 

■ 参加費 ５００円   

■ 主催  NPO 法人あづみ野風土舎 

■ 問い合わせ・申込 ０９０－６９２９－９９５６ 

 

● ガーデンファームを楽しむ人の春の野菜づくり講演会 

■ 日時 ５月２０日（土）午後１時３０分から３時 

■ 場所 堀金公民館 ３階会議室１（堀金支所内） 

■ 内容  講演会「自家用野菜のつくり方」講師吉田清志氏（元長野県農業試験場研究員）  

    体験発表「私のガーデンファーム」杉下久子氏／「ハーブのある暮らし」長澤雅子氏 

■ 参加費 無料 

■ 主催  安曇野をもっと元気にする会・安曇野市（市民提案協働事業） 

■ 問い合わせ 安曇野市地域づくり課まちづくり推進係 ７１－２４９４（直） 

 

● 第３２回安曇野早春賦音楽祭 本ステージ  

■ 日時 ５月２８日（日）  午後１時３０分から４時（開場 午後１時） 

■ 場所 穂高会館 講堂 

■ 内容  オープニング 招待演奏（小中学校合唱部） 

    特別ゲスト 松井利代子さん（ヴァイオリン） 

■ 入場料 前売り５００円・当日８００円（小・中・高校生無料） 

■ 主催  早春賦音楽祭実行員会、早春賦愛唱会ほか 

■ 問い合わせ  早春賦愛唱会  西山さん TEL ８２－７２９０ 

 

● くるりんパソコン講座 

■ 日時 ５月２７日（土）  午前１０時から１１時３０分 

■ 場所  市民活動サポートセンター「くるりん広場」 

■ 内容  ＥＸＣＥＬ入門（ＥＸＣＥＬ２０１３を基本とします） 

■ 参加費 無料 

■ 要申込 事前に申し込みをお願いします 

■ 定員  パソコンを持参できる方 ６名 

■ 主催  市民活動サポートセンター 

■ 問い合わせ  安曇野市市民活動サポートセンター  ＴＥＬ＆ＦＡＸ 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。 
  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、各種のまちづ 
  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。 
 

安曇野市市民活動サポートセンター安曇野市市民活動サポートセンター安曇野市市民活動サポートセンター安曇野市市民活動サポートセンター 
開館時間 午前 9 時～午後 5 時 

休館日 毎週日曜日 

  年末年始 12 月 29 日～1 月 3 日 

住所  〒399-8303 安曇野市穂高 6658 番地 

電話/FAX 0263-82-1922 

E-mail azumino-skc＠bz03.plala.or.jp 

URL  http://azumino-skc.net/ 
 
 


