安曇野市市民活動サポートセンター

〒399-8281 安曇野市豊科 6000 番地

安曇野市 市民生活部 地域づくり課内

「つながりひろがる地域づくり事業補助金」交付事業が決定
安曇野市では、支え合う地域社会を目指し、市民活動団体（NPO やボランティア団体など）が、自主的
で主体的に取り組む、地域に根差した市民活動事業を支援し、幅広い市民活動の輪が広がることを目的とし
て
「つながりひろがる地域づくり事業補助金」を交付します。
今月中旬から下旬にかけて選考委員会が開かれ、９つの事業への交付が決定しました。各実施団体による
事業が、これから本格的にはじまります。

◆ 実施団体と事業名
実

施 団 体

事 業 名

囲碁普及ボランティアグループ

法蔵寺子ども囲碁教室

こちょこちょの会

安曇野の子どもを育てよう

あづみの樹楽会

明科天田山神社周辺里山整備と桜の苗植樹

NPO 法人

「ぱおぱお異世代交流会」開催事業

子育て支援ぱおぱお

世代を超えて地域の笑顔の繋がりを考える会

落語ライブ

あづみのアクターズアカデミア

あづみ野シネマフェスタ

NPO 法人

安曇野市内のホタルの発生状況調査

川の自然と文化研究所

安曇野調理師会

味覚の授業

下鳥羽の古文書を読む会

「下鳥羽の文化遺産～お宮と祭り～」の冊子出版

◆ 追加募集を行います
補助金の追加募集を行うことになりました。受付期間は６月下旬～７月中旬を予定しています。
詳しい情報は、決定次第、広報誌やホームページ、市民活動サポートセンター通信でご案内いたします。
新規事業を企画されている市民活動団体の皆さんは、お気軽に市民活動サポートセンターまでご相談く
ださい。

◆ その他の助成金情報
そのほか、現在受付期間中の助成金情報について、市役所本庁舎１階のくつろぎ広場の情報コーナーや、
市民活動サポートセンターのホームページでお知らせしていますのでご覧ください。
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第１回ＮＰＯセミナーを開催しました
本年度の市民活動サポートセンター講座の第１回目を
５月１１日（土）、安曇野市役所で開催しました。
本年度は全５回の講座を予定していますが、１回目の今
回は講師にＮＰＯ法人えんのわの堀内泉さんをお迎えし、
「地域課題と解決のための協働」をテーマにお話をしてい
ただきました。講座の前半は参加者全員が自己紹介し、そ
れぞれが感じている地域の課題や、協働を漢字１文字で表
現して発表しました。後半は、塩尻市を中心に行われた
様々な団体による協働の事例をスライドで説明していた
だきました。参加者からは、「活動は楽しくないと続かな
い」「塩尻での活動の様子がよくわかった」「地域性の違
いと安曇野市の課題を感じた」などの声がきかれました。
第２回のセミナーは、「社会貢献と地域とのつながり」をテーマに、ＮＰＯ法人や市民活動団体と、区や自治
会との協働について、実例を交えてお話をいただく予定です。

日
場
講
内

時
所
師
容

★ 第２回ＮＰＯセミナー ★
７月１４日（日） 午前９時 30 分から午前 11 時 30 分
安曇野市役所３階 会議室３０６
ＮＰＯ法人えんのわ 山田 勇さん
・社会貢献のための市民活動とそのミッション
・市民活動団体と区など自治会との協働（連携）

新規登録団体のご案内
平成 31 年４月から令和元年５月までに市民活動サポートセンターに新規登録となった団体をご紹介します。
◆あづみ野文字情報サポートネット
情報アクセシビリティの向上を目指す活動をしています。聞こえない方、日本語を母語としない方、発達障が
いの方等文字情報でサポートします。（多言語対応）
◆全国心臓病の子どもを守る会

長野県支部

心臓病の子どもを育てる家族と患者本人が、より自分らしく幸せに過ごせるように共に学び情報を共有し、世
間に知ってもらうことを目的としています。
◆囲碁普及ボランティアグループ
子どもへの囲碁の普及と、囲碁を通じた市民の交流促進を目的としています。
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、まちづくりに関する各
種の情報をお届けするほか、団体どうしのネットワークづくりをサポートいたします。是非ご登録をお願いいた
します。
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持続可能な区の運営に向け部制度導入推進
令和元年度 安曇野市区長会総会開催
５月 20 日（月）、安曇野市区長会の総会がビレッジ安曇
野で開催されました。総会の中では、役員承認、平成 30 年
度事業報告、令和元年度の事業計画について審議されまし
た。
本年度の安曇野市区長会長に就任された中槇卓幸会長
（真々部区）はあいさつで、「少子高齢化、人口減少の社会
を迎え、今後ますます助け合い・支え合いが大切になる。全
市的な取り組みに区長会としても力を入れていきたい」と抱
負を述べられました。
また、中槇会長はあいさつの中で、平成 25 年度から市区
長会が取り組んでいる部制度にも触れ、「区のあるべき姿の
集大成であり、持続可能な区の運営のために必要不可欠」と述べられ、部制度導入に向けた支援を市区長会で行
っていく意志を示されました。
近年大きく変化する社会情勢の中で、地域課題は複雑化、多様化し、区の力だけでは解決できない課題が山積
しています。これからの地域づくりには、専門的なスキルやノウハウをもつＮＰＯ法人や市民活動団体等と、区
等自治会の連携・協働が欠かせません。地域課題の解決に向けて、市民活動サポートセンターがコーディネート
しますので、ご相談ください。

◆ 令和元年度

安曇野市区長会

役員 ◆

会 長

中

槇

卓 幸 さん

（豊科地域区長会長）

副会長（会長代理）

瀧

澤

清 志 さん

（明科地域区長会長）

副会長（事務長）

丸

山

行 宏 さん

（堀金地域区長会長）

順

康 さん

（穂高地域区長会長）

吉 啓 さん

（三郷地域区長会長）

副会長（会計）
副会長

林
大久保

⾧野県地域福祉コーディネーター総合研修
長野県では、今年度から「ともに生きる

ともに創る

地域共生・信州」を目標に長野県地域福祉支援計画(H31-

H34 年度）をスタートし、この計画を推進していくうえで重要な役割を担う地域福祉コーディネーターの総合研修を
新たに実施します。
この総合研修は、住民主体の地域づくりを支援するコーディネーターの配置が、様々な施策に基づいて進められて
いる中で、これらのコーディネーターが各分野の専門知識と県の目指す地域共生の理念を学び、「地域福祉コーディ
ネートの７つの機能」をはじめとするコーディネーターの役割について共通理解を図るために開催します。
全講座のうち、１講座から参加できます。また、修了証を受けるには条件があります。詳しくは、下記までお問合
せください。

■開催期間 令和元年６月 17 日（月）～令和２年３月末まで（全 22 講座）
※第１回目は６月 17 日（月）12:30～16:00 松本市勤労者福祉センター大会議室にて。受講無料。
■受講料 各講座で設定する参加費
■申し込み ６月 10 日（月）までに FAX またはメールで
（FAX 026-228-0130
メール machivc-entry@nshakyo.or.jp ）
■詳細・問い合わせ 長野県社会福祉協議会まちづくりボランティアセンター（TEL 026-226-1882）
■長野県社会福祉協議会ホームページ http://www.nsyakyo.or.jp
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＊登録団体等の情報を掲載します。センターまでお寄せください。
＊定員が設けられているイベント等は、必ず主催者にお申込みまたはお問い合わせください。

安曇野ガーデンファームライフ オープンガーデンの日
■日時 ６月１日（土）～３日（月） ■場所 市内７箇所で開催
■内容 個人が自宅の庭で育てる野菜や草花を開放し、地域交流や癒しの提供を行います。
■主催 Garden Farm Life of Azumino ～安曇野の花庭・せんぜ畑～
※ガイドブックを市役所本庁舎１階に配置しています。（6/22（土）のみ、点検のため本庁舎閉庁となります。）
第２回 ぱおぱおサロン「子供と一緒にフラワーアレンジ」
■日時 ６月３日（月）10:30～11:30 ■場所 ぱおぱおのおうち（安曇野市三郷明盛 1363-1
■主催 NPO 法人子育て支援ぱおぱお
■参加費 100 円（材料費） ■申し込み 不要 ■問い合わせ NPO 法人子育て支援ぱおぱお（TEL

77-1180）

第１回 子どものための囲碁教室
■日時 ６月８日（土）10:00～12:00 ■場所 豊科・法蔵寺
■講師 大澤健朗さん（長野県出身のプロ棋士）
■参加費 無料 ■申し込み 不要 ■問い合わせ 囲碁普及ボランティア事務局 峯岸さん（TEL

090-5808-0768）

第１回 囲碁の実力養成講座
■日時 ６月８日（土）13:30～17:00 ■場所 豊科老人福祉センター
■講師 大澤健朗さん
■参加費 無料 ■申し込み 不要 ■問い合わせ 囲碁普及ボランティア事務局 三原さん（TEL

090-2167-0394）

第２回 自然観察会
■日時

６月８日（土）9:00～12:00

■主催

安曇野市市民生活部環境課

■問い合わせ

■場所

安曇野市自然体験交流センター「せせらぎ」

■申込受付期間

安曇野市市民生活部環境課（TEL

６月３日（月）まで

71-2492）

第５回 安曇野市歯科口腔保健市民公開講座
■日時

６月８日（土）13:00～15:00

■主催

安曇野市歯科医師会

■場所

■問い合わせ

豊科ふれあいホール

アルプス歯科クリニック（TEL

77-8901）

⾧野県豊科高等学校吹奏楽部 第 23 回定期演奏会
■日時
■主催

６月 15 日（土）13:00～15:30 ■場所 キッセイ文化ホール 大ホール
豊科高等学校 ■問い合わせ 豊科高等学校（TEL 88-9138）

第 35 回 安曇野明科あやめまつり
■日時 ６月 15 日（土）～23 日（日）※メインイベント 2３日（日） ■場所 龍門渕公園、あやめ公園
■主催 あやめまつり実行委員会 ■問い合わせ あやめまつり実行委員会事務局（TEL 62-3001）
生き生きうたごえカフェ in 安曇野
■日時 ６月 22 日（土）13:30～16:00 ■場所 三郷公民館 講堂
■主催 シルバーカフェ安曇野 ■問い合わせ シルバーカフェ安曇野（TEL

77-7007）

パパの子育てセミナー
■日時 ６月 22 日（土）10:30～12:00 ■場所 安曇野市豊科近代美術館 多目的ホール
■対象 県内在住０歳～５歳までのお子さんをお持ちの親子（お母さんもぜひ一緒に！） ■参加費 無料
■講師 NPO 法人 ファザーリング・ジャパン 東海支部 橋本淳邦さん
■問い合わせ・申し込み 安曇野市人権男女共同参画課（TEL 71-2406） ※先着 20 名

安曇野市市民活動サポートセンター
住所
電話

〒399-8281 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
0263-71-2013

E-mail kururin@city.azumino.nagano.jp
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開館時間
休所日

午前８時３０分～午後５時１５分
毎週土・日曜日、祝日
年末年始 １２月２９日～１月３日

