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

★活動資金調達法★

安曇野市 市民生活部 地域づくり課内

寄付を募ってみませんか

～長野県みらい基金のご案内～

日頃の活動において、資金面での悩みを持っている市民活動団体は少なくありません。事業や活動内容を
広報して、寄付を募ってみませんか？ 今回は「長野県みらい基金」をご紹介します。

◆ みらい基金って？
長野県みらい基金は、公共的活動を行っている団体（ＮＰＯ法人等）を資金面から応援するため、個人や
法人の皆さんから寄付を募り、集まった寄付金を信州の公共的活動団体に助成することで、その活動をサポ
ートし、元気な信州を実現することを目指しています。

◆ 寄付を募るにはどうすればいいの？
寄付を募るためには、みらい基金への団体登録を完了していることが必須条件になっています。寄付によ
る助成を希望する団体は、まず団体登録（有料 2,000 円）の手続きを進めてください。団体登録すると、
助成金や研修会などの情報提供も受けられます。
続いて、寄付の受付期間や目標金額を設定します。受付期間は、半年～１年を設定するケースが多いそう
です。設定した受付期間が短いと、目標金額までの達成が難しくなることがあります。寄付の受付期間中
は、みらい基金のホームページに団体や事業の情報が掲載され、活動の広報が行われます。

◆ 受け取れる金額は？
寄付によって集まった金額のうち、２割は長野県みらい基金の運営費に充てられます。団体は、残りの８
割を受け取ることができます。

◆ お問い合わせ
長野県みらい基金の詳細やお問い合わせは、下記までお願いします。
■公益財団法人 長野県みらい基金
（松本事務所）
〒390-0852 松本市島立 1020 松本合同庁舎２階
TEL/FAX

0263-50-5535

メールアドレス matsumoto@mirai-kikin.or.jp

ホームページ https://www.mirai-kikin.or.jp
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令和元年度「つなひろ」補助金

追加募集中

令和元年度つながりひろがる地域づくり事業補助金（以下「つなひろ」という。）の追加募集を行っています。
支え合う地域社会を目指し、市民活動団体が自主的で主体的に取り組む、地域に根ざした活動に、予算の範囲内
で補助金を交付します。
「つなひろ」は事業に対する補助金です。過去に補助を受けた団体でも、新規事業を始める際にはぜひ活用を
ご検討ください。
■対象団体

市内に活動拠点を置き、市民が５人以上構成員となっている団体

■対象事業

①市民活動に発展性及び継続性があり、他の市民活動団体の模範となること。
②多くの市民が世代を問わず、新たに交流する機会の創出が図れること。
③国、安曇野市を含む地方公共団体からの助成を受けていないこと。
④宗教または政治関連事業でないこと。
⑤特定の企業、団体及び個人の利益を追求する事業でないこと。

■補助金交付額
■申請方法

対象経費の２分の１以内（限度額 20 万円）

申請書に必要事項を記載し、団体の規約・役員名簿・予算積算資料を添付の上、
地域づくり課（２階４番窓口）に直接提出してください。

■募集締切

７月 18 日（木）

■申請書は地域づくり課（市民活動サポートセンター）、各支所地域課または市ホームページから入手可。
■問い合わせ

地域づくり課まちづくり推進係（Tel 71－2494（直） Fax 7２－3176）

取材レポート
◆ 拾ケ堰景観形成プロジェクト
平成 28 年に世界かんがい遺産に登録された拾ケ堰。先日行われ
たハーフマラソンでも、拾ケ堰沿いのコースを大勢のランナーが駆
け抜けました。春には雪の常念岳をバックに桜と芝桜が映える拾ケ
堰ですが、かつてこの場所は雑草が覆いつくしていたそうです。
５月 26 日の早朝６時 30 分、拾ケ堰景観形成プロジェクトのメ
ンバーが集い、朝日が昇る中で除草作業が始まりました。毎月第
２・４日曜日の除草作業は冬の期間を除いて行われ、毎年４月には
芝桜の植栽作業が続けられています。
以前は管理が行き届かず雑草が茂っていた場所でしたが、平成
20 年 5 月にプロジェクトが設立され、現在まで景観維持のための
作業が続けられています。
プロジェクトのサブリーダーを務める百瀬美樹子さんは、大変な
作業でも景観を守ることにやりがいを感じていると言います。
活動継続のコツは「無理をしないこと」。また、「作業後にお
茶を持ち寄っておしゃべりをするのが楽しい」とのこと。やりが
いと楽しみを感じて活動されている様子がうかがえました。
一方で、団体の大きな課題はメンバーの高齢化。百瀬さんは、
「参加者がもう少し増えればいいな」「女性の参加者が来てくれ
ると嬉しい」と話していました。
この日は市の「一斉清掃日」。除草作業を終えたメンバーの皆
さんは、地元の清掃作業へと向かいました。普段は、作業後にメ
ンバーの皆さんとお茶を飲んで交流してから解散します。
安曇野の名所「拾ケ堰じてんしゃひろば」の除草作業に参加し
てみませんか。興味のある方は、安曇野市市民活動サポートセン
ターまでご連絡ください。
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No.40（2019.6.28）
◆ ほほえみの会
北アルプスを見渡すことができる安曇野市豊科保健センタ
ーの調理室からは、料理を楽しむ大勢の人々の声があふれて
いました。身近な食材を工夫して使う家庭料理のコツを伝授
する「ほほえみの会」は、会長の平田米子さんを中心に平成
23 年度の「つなひろ」を活用して活動を始めました。豊科
保健センターの調理室を会場として、月に１回料理教室を実
施しています。会員数は口コミなどにより増え、現在は約 5
０人の会員がいるそうです。
取材にお邪魔した６月４日の献立は、山菜ごはん、高野豆
腐の肉詰などの４種類。この日は 30 人の参加者が６つの調
理台に分かれて、和気あいあいとした雰囲気で料理に取り組
んでいました。「失敗しても大丈夫。参加するのが毎回楽しみになるように」と楽しい雰囲気づくりを心掛ける
平田さん。参加した会員からは、「普段自宅ではやらない調理法を
知ることができた」「旬の野菜を扱い、素材の味を活かした調理法
だった」「久しぶりに参加したけれど、どれも美味しくできた」な
ど、充実したようすの声が聞かれました。
活動の悩みや課題について平田さんに聞くと、毎回のメニューの
考案には気を遣っているとのこと。そのほか、ごみ捨てなど負担に
なる仕事は、役割分担や当番制にするなど会員への負担軽減を図っ
ているため、活動は順調の様子。また、「皆がわいわい楽しく料理
をしているので、私の声が全員に届かないのが悩み。注目してもら
うために、笛が必要かもしれない」と笑顔も見せてくれました。

持続可能な地域づくりのための体験会 in 松本
持続可能なまちづくりのキーワードとして、「SDGｓ（エスディージーズ/持続可能な開発目標）」が注目さ
れています。体験会は２部構成で、第１部では、県下初の地域課題×ＮＰＯのポータルサイト「ナガクル」での
効果的な情報発信、有意義な活用法と情報公開の重要性を学びます。第２部では、SDGｓと地方創生の文脈を
掛けあわせた体験型シミュレーションゲームを通して SDGｓの考え方を学び、地域活性化、地方創生に活かす
方法について考えながら、持続可能なまちづくりを体感します。
■日時 令和元年７月６日（土） 13:00～18:00
■場所 松本市駅前会館４階大会議室
（松本市深志２丁目３－21 松本駅お城口から徒歩約 10 分）
■内容 【第１部】13:00～15:00
定員 15 団体
参加費（資料代込み）１人 1,000 円
講座「ポータルサイトの有意義な活用と情報公開の重要性」とナガクル登録
※パソコンをご持参ください
【第２部】15:15～17:45
定員 30 名
参加費 3,000 円（第１部出席者 2,000 円）
SDGｓ de 地方創生ゲーム ワークショップ
■主催 特定非営利活動法人 長野県 NPO センター
■申し込み・問い合わせ
TEL 026-269-0015 FAX 026-269-0016
E-mail info@npo-nagano.org
ホームページ http://www.npo-nagano.org/
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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。

第３回 ぱおぱおサロン「七夕飾りをして七夕まんじゅうを作りましょう!」
■日時 ７月８日（月）10:30～
■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
■問い合わせ NPO 法人子育て支援ぱおぱお（TEL 77-1180）
せせらぎサイエンス指導者研修会
■日時 ７月 9 日（火）13:15～15:40
■場所 烏川渓谷緑地環境管理事務所及びその周辺（安曇野市堀金烏川 26 番地）
■内容 水に親しみながら学習ができる「せせらぎサイエンス」（水生生物調査）の普及のため、指導者向け研修会を行います。
■定員 30 名（申込順） ■申込締切 7 月 2 日（火）
■申し込み・問い合わせ 長野県環境部水大気環境課水環境係（TEL 026-235-7176）
安曇野市男女共同参画フォーラム
■日時 ７月 13 日（土）13:30～16:00
■場所 安曇野市役所本庁舎４階大会議室
■内容 講演会「あなたが創る安曇野の未来」、パネルディスカッション
■講師 太田 寛氏（長野県副知事）
■参加費 無料
■申込 不要
■託児無料 7 月 5 日までにお申し込みください
■主催 安曇野市男女共同参画フォーラム実行委員会
■問い合わせ 安曇野市人権男女共同参画課（TEL 71-2406）
区・自治会に関する相談日
■日時 ７月 19 日（金）10:00～14:00（１回相談時間 30 分の３枠） ■場所 安曇野市役所本庁舎２階 相談室 211
■内容 区・自治会に関する相談に対応します。
■予約 ７月 10 日（水）8:30～12:00（先着順）
■問い合わせ 地域づくり課まちづくり推進係（TEL 71-2494 ・ FAX 72-3176）
子育て支援ぱおぱお「こちょこちょサロン」
■日時 ７月 22 日（月）10:30～
■場所 ぱおぱおのおうち（安曇野市三郷明盛 1363-1）
■内容 心と体を育てる楽しい子育て
■講師 保育心理士 赤沼美奈子さん（子育て支援団体「こちょこちょの会」 代表）
■問い合わせ NPO 法人子育て支援ぱおぱお（TEL 77-1180）
シルバーカフェ安曇野 絵手紙を描こう
■日時 ７月 25 日（木）13:00～
■場所 シルバーカフェ安曇野（三郷明盛 4593-1）
■内容 心ほっこり、脳トレにぴったり。絵手紙を習いませんか？ おしゃべりをしながら楽しみましょう。
■申し込み・問い合わせ シルバーカフェ安曇野（TEL 77-7007）
第 40 回 あづみ野祭り
■日時 ７月 27 日（土）
■場所 豊科駅入口交差点付近
■内容 安曇野豊科の夏を彩る大イベント。「あづみ野ばやし踊り」で盛り上がります。
■主催 あづみ野祭り実行委員会
■問い合わせ 地域づくり課豊科地域係（TEL 72-3112）または安曇野市商工会豊科支所（TEL 72-2986）
第 2 回 あづみ野シネマフェスタ
■日時 ７月 28 日（日） 13:30～17:00
■場所 安曇野市穂高交流学習センター「みらい」多目的交流ホール
■内容 第１部：映画上映「輝ける人生」 第２部：ダンスステージ 第３部：スペシャルトーク
■入場料 一人 1,000 円（チケット制・全席自由席）
■主催 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実行委員会
■問い合わせ・申し込み あづみのアクターズアカデミア 岡村さん（090-2481-6999）
◇◆◇イベント情報をお寄せください◇◆◇
・市民活動サポートセンター通信やホームページで、皆さんの活動やイベントの広報をします。参加者や会員の募集を呼び掛け
ることができるので、市民活動サポートセンターにご連絡ください。
・イベントや催しに、市民活動サポートセンター職員や市民活動サポーターが取材にお邪魔する場合もあります。皆さんの活動
のＰＲにご活用ください。

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

