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くるりん通信 

イベント情報
 

第 28 回ふるさとウォッチング

■ 日 時

■ 集合場所

■ 定 員

■ 申 込

■ 参 加 費

■ 主 催

■ 共 催

■ 事 務 局

  

 
安曇野歴史サロン

■ 日 時

■ 場 所

■ 演 題

■ 講 師

■ 参 加 費

■ 申 込

■ 主 催

■ 問 合 せ
 

緑のカーテン広げよう

■ 日 時

■ 場 所

■ 内 容

■ 申 込

■ 参 加 費

■ 主  催

■ 問 合 せ

安曇野市市民活動サポートセンター
開館時間 午前

休館日 毎週日曜日

  年末年始

住所  〒

電話/FAX 0263

mail azumino

URL  http://azumino

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 

回ふるさとウォッチング

時 ４月

場所 野沢公園（安曇野市三郷温

員 ６０名（先着申込順）

込 事前

申込みはパソコンかスマートフォン、タブレット端末で行ってください。

費 １名

※ふるさとパートナー、中学生以下無料

催 ＮＰＯ法人安曇野ふるさとづくり応援団

催 屋敷林と歴史的まちなみプロジェクト

局 ＮＰＯ法人安曇野ふるさとづくり応援団

 〒399

ＴＥＬ

ＵＲＬ

安曇野歴史サロン ４月例会

時 ４月

所 安曇野市

題 「安曇族」から「安曇氏族」へ、「ロマン」から「歴史」へ

「安曇市族の興亡」

師 金井

費 ５００円（会員：無料）

込 事前申込不要

催 安曇誕生の系譜を探る会

せ 事務局（川﨑）

緑のカーテン広げよう

時 ４月

所 安曇野市

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

込 事前申込

費 ５００円

催 ＮＰＯ法人あづみ野風土舎

せ 事務局（今泉）

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

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

くり情報をお届けいたします。是非ご登録をお願いいたします。

 

回ふるさとウォッチング in

月１４日（日

野沢公園（安曇野市三郷温

６０名（先着申込順）

事前申し込み 

申込みはパソコンかスマートフォン、タブレット端末で行ってください。

１名１，０００円（

※ふるさとパートナー、中学生以下無料

ＮＰＯ法人安曇野ふるさとづくり応援団

屋敷林と歴史的まちなみプロジェクト

ＮＰＯ法人安曇野ふるさとづくり応援団

399-8304

ＴＥＬ 0263

ＵＲＬ http://azumino

４月例会 

月２１日（日

安曇野市 豊科公民館

「安曇族」から「安曇氏族」へ、「ロマン」から「歴史」へ

「安曇市族の興亡」

金井 恂氏 

５００円（会員：無料）

事前申込不要 

安曇誕生の系譜を探る会

事務局（川﨑）

緑のカーテン広げよう 

月２７日（土

安曇野市 碌山公園

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

事前申込必要（先着５０名）

５００円 

ＮＰＯ法人あづみ野風土舎

事務局（今泉）

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

8303 安曇野市穂高

1922 

skc＠bz03.plala.or.jp

http://azumino-skc.net/

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。

in 安曇野 三郷野沢

日）午前８時

野沢公園（安曇野市三郷温

６０名（先着申込順） 

 ３月１１日～４月１２日

申込みはパソコンかスマートフォン、タブレット端末で行ってください。

１，０００円（おにぎり代、資料代、保険代等）

※ふるさとパートナー、中学生以下無料

ＮＰＯ法人安曇野ふるさとづくり応援団

屋敷林と歴史的まちなみプロジェクト

ＮＰＯ法人安曇野ふるさとづくり応援団

8304 安曇野市穂高柏原１１３２－２

0263-81-1325

http://azumino

日）午後 1 時

豊科公民館 大会議室

「安曇族」から「安曇氏族」へ、「ロマン」から「歴史」へ

「安曇市族の興亡」 

５００円（会員：無料） 

 （※入場多数の場合はお断りすることがあります）

安曇誕生の系譜を探る会 

事務局（川﨑） TEL 090

土）午前１１時～

碌山公園 研成ホール

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

（先着５０名）

ＮＰＯ法人あづみ野風土舎

事務局（今泉） TEL090

安曇野市市民活動サポートセンター（平成３１年３月３１日まで）

1 月 3 日 

安曇野市穂高 6658 番地

bz03.plala.or.jp 

skc.net/ 

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。

三郷野沢 

時３０分～午後

野沢公園（安曇野市三郷温３４５） 

３月１１日～４月１２日

申込みはパソコンかスマートフォン、タブレット端末で行ってください。

おにぎり代、資料代、保険代等）

※ふるさとパートナー、中学生以下無料

ＮＰＯ法人安曇野ふるさとづくり応援団

屋敷林と歴史的まちなみプロジェクト

ＮＰＯ法人安曇野ふるさとづくり応援団

安曇野市穂高柏原１１３２－２

1325（平日午前９時～午後６時）

http://azumino-furusato.com

時３０分～午後３

大会議室 

「安曇族」から「安曇氏族」へ、「ロマン」から「歴史」へ

 

（※入場多数の場合はお断りすることがあります）

 

090-5779-5058

午前１１時～正午 

研成ホール 

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

（先着５０名） 

ＮＰＯ法人あづみ野風土舎 

090-6929-9956

（平成３１年３月３１日まで）

番地 

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。

■４月１日からは

住所

電話

E-

午後１時 

 

３月１１日～４月１２日 公式サイト

申込みはパソコンかスマートフォン、タブレット端末で行ってください。

おにぎり代、資料代、保険代等）

※ふるさとパートナー、中学生以下無料 

ＮＰＯ法人安曇野ふるさとづくり応援団 

屋敷林と歴史的まちなみプロジェクト 

ＮＰＯ法人安曇野ふるさとづくり応援団 

安曇野市穂高柏原１１３２－２

（平日午前９時～午後６時）

furusato.com 

午後３時 

「安曇族」から「安曇氏族」へ、「ロマン」から「歴史」へ

（※入場多数の場合はお断りすることがあります）

5058 

 

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

9956 

（平成３１年３月３１日まで） 

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。 

４月１日からは

住所  〒399

  安曇野市役所本庁舎２階

電話  0263

-mail kururin@city.azumino.nagano.jp

公式サイト 申込フォーム

申込みはパソコンかスマートフォン、タブレット端末で行ってください。

おにぎり代、資料代、保険代等） 

安曇野市穂高柏原１１３２－２ （有）ライフポート安曇野内

（平日午前９時～午後６時） 

 （開場

「安曇族」から「安曇氏族」へ、「ロマン」から「歴史」へ

（※入場多数の場合はお断りすることがあります）

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

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

４月１日からは本庁舎に移転します

399-8205 安曇野市豊科６０００番地

安曇野市役所本庁舎２階

0263-71-2013 
kururin@city.azumino.nagano.jp

申込フォーム

申込みはパソコンかスマートフォン、タブレット端末で行ってください。

ライフポート安曇野内

開場 午後１時

「安曇族」から「安曇氏族」へ、「ロマン」から「歴史」へ 

（※入場多数の場合はお断りすることがあります） 

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

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

本庁舎に移転します。

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

 
kururin@city.azumino.nagano.jp

申込フォーム 

申込みはパソコンかスマートフォン、タブレット端末で行ってください。 

ライフポート安曇野内 

） 

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 

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

。 

安曇野市豊科６０００番地 

地域づくり課窓口 

kururin@city.azumino.nagano.jp 

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

 

 

 

 

 

 

 

平成

平成３０年

安曇野市役所本庁舎

た。報告会は

した

この

内の団体にとっては最も身近な

◆４団体から報告がありました

４

タ実行委員会、安曇野調理師会）

方、事業の計画・実行など活動内容を、写真や資料

分かり

囲気が和らぐ場面もありま

下鳥羽

疎開船「

戦時下の下鳥羽の記憶」を発刊したそうです。活動を通じてつながった対馬丸記念館他

流を深め

◆

◆

参加者は２

ながら

ちら

報告会について、

な人と知り合い、つながりが広がった。世間が広くなった。」「

金を活用し資

できた」などの

〒399

平成 30 年

補助金

  

平成３０年

安曇野市役所本庁舎

た。報告会は

した。交流会

この補助金

内の団体にとっては最も身近な

◆４団体から報告がありました

４団体（食の寺子屋給食部、下鳥羽

タ実行委員会、安曇野調理師会）

方、事業の計画・実行など活動内容を、写真や資料

分かりやすい説明でした

囲気が和らぐ場面もありま

下鳥羽区公民館の古文書を読む会は

疎開船「対馬

戦時下の下鳥羽の記憶」を発刊したそうです。活動を通じてつながった対馬丸記念館他

流を深め、沖縄の悲劇を語り伝えたいと代表の西沢洋明さんは結んでいました。

◆５団体がパネル展示

◆交流会 

参加者は２

ながら、市民活動を展開する上での話題や課題を話し合

ちらのグループも話題が次々に展開して、楽しく交流出来ました。

報告会について、

な人と知り合い、つながりが広がった。世間が広くなった。」「

金を活用し資

できた」などの

399-8303 安曇野市穂高

年度「つながりひろがる地域づくり事業成果報告会

補助金を活用した多方面の活動が報告されました

  

平成３０年度「つながりひろがる地域づくり事業補助金」を活用した市民活動事業の報告会を

安曇野市役所本庁舎で開催しました。

た。報告会は市民や活動団体関係者約

交流会で、この日の内容

補助金は、地域づくり事業

内の団体にとっては最も身近な

◆４団体から報告がありました

（食の寺子屋給食部、下鳥羽

タ実行委員会、安曇野調理師会）

方、事業の計画・実行など活動内容を、写真や資料

い説明でした

囲気が和らぐ場面もありま

公民館の古文書を読む会は

対馬丸」の船長が区の出身者であることを知り、

戦時下の下鳥羽の記憶」を発刊したそうです。活動を通じてつながった対馬丸記念館他

沖縄の悲劇を語り伝えたいと代表の西沢洋明さんは結んでいました。

５団体がパネル展示

参加者は２グループに

、市民活動を展開する上での話題や課題を話し合

のグループも話題が次々に展開して、楽しく交流出来ました。

報告会について、「補助金を活用した事業を行うことで、いろ

な人と知り合い、つながりが広がった。世間が広くなった。」「

金を活用し資材を整えたり、ネットワークができたりして事業が推進

できた」などの感想がありました。

安曇野市穂高６６５８

つながりひろがる地域づくり事業成果報告会

を活用した多方面の活動が報告されました

 ～参加者が意見交換で交流

度「つながりひろがる地域づくり事業補助金」を活用した市民活動事業の報告会を

で開催しました。

市民や活動団体関係者約

この日の内容を振り返り、

地域づくり事業を進めている団体

内の団体にとっては最も身近なものになっており、毎年多くの団体が活用しています。

◆４団体から報告がありました

（食の寺子屋給食部、下鳥羽

タ実行委員会、安曇野調理師会）が報告し

方、事業の計画・実行など活動内容を、写真や資料

い説明でした。音楽を流すユニークな報告もあり

囲気が和らぐ場面もありました。 

公民館の古文書を読む会は

丸」の船長が区の出身者であることを知り、

戦時下の下鳥羽の記憶」を発刊したそうです。活動を通じてつながった対馬丸記念館他

沖縄の悲劇を語り伝えたいと代表の西沢洋明さんは結んでいました。

５団体がパネル展示 

からだ堂、三郷郷土研究会、古厩区）

で作った加工食品、冊子などの成果物を展示して、内容を説明しました。

狩り」を中心に、一年間の行事を報告しました。

区の地

みが伝わりました。

グループに分かれて、所属団体の活動内容など

、市民活動を展開する上での話題や課題を話し合

のグループも話題が次々に展開して、楽しく交流出来ました。

「補助金を活用した事業を行うことで、いろ

な人と知り合い、つながりが広がった。世間が広くなった。」「

材を整えたり、ネットワークができたりして事業が推進

感想がありました。

６６５８番地 

つながりひろがる地域づくり事業成果報告会

を活用した多方面の活動が報告されました

～参加者が意見交換で交流

度「つながりひろがる地域づくり事業補助金」を活用した市民活動事業の報告会を

で開催しました。本年度は１３団体が

市民や活動団体関係者約８０名が

振り返り、感想、意見交換で交流を図

を進めている団体

ものになっており、毎年多くの団体が活用しています。

◆４団体から報告がありました 

（食の寺子屋給食部、下鳥羽区公民館、安曇野ドリンクフェス

が報告しました。

方、事業の計画・実行など活動内容を、写真や資料

。音楽を流すユニークな報告もあり

 

公民館の古文書を読む会は昭和１９年８月に撃沈された学童
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