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

市民協働事業提案制度に基づく事業提案を募集しています！
市では市民協働事業提案制度に基づき、翌年度に市が市民と協働で実施したい事業のテーマを公表し、市民
の皆さんから、このテーマに沿った事業提案を募集しています。
市民の皆さんがもつ、独自のノウハウやネットワークを活かして市と協働で事業をしてみませんか。

♦ 翌年度（令和２年度）事業テーマ
翌年度（令和２年度）に市が市民と協働で実施したい事業のテーマは次の２つです。
１ 若者の協働のまちづくり参画促進事業
【趣旨】
市民活動の今後の担い手育成のために、子ども・若者や子育て世代が主体となって、地域課題の発見か
ら解決を目指すプロセスを経験するワークショップ等の企画開催を、市（市民活動サポートセンター）
と協働で行う。
２ 花と緑あふれるまちづくり事業
【趣旨】
「第 36 回全国都市緑化信州フェア」の開催により高まった緑のまちづくり推進に向けた機運を、地域
での取り組みの実践につなげていくため、緑化推進に寄与する活動（地域の花壇づくり、オープンスペ
ースを活用した空間づくり）を、市と参加団体の協働で行う。

♦ 応募の手続き
１ 事業提案提出書類
事業提案にあたっては以下の書類を提出してください。
(１)市民協働事業提案書
(２)市民協働事業企画書
(３)提案団体に関する次の書類
・本年度の予算書 ・前年度の事業報告書及び収支決算書 ・定款、会則 ・役員名簿
※その他、必要に応じて他の書類を提出していただく場合があります。
※上記(１)と(２)の様式は、市のホームページ又は地域づくり課窓口で入手できます。
２ 募集期限・提出先
(１)募集期限 令和元年８月 19 日（月）まで
(２)提出方法
・郵送又は持参（平日の午前８時 30 分から午後５時 15 分まで）
・電子申請も可
(３)提出先 安曇野市市民生活部地域づくり課まちづくり推進係
〒399-8281 安曇野市豊科 6000 番地
安曇野市役所 本庁舎

２階４番窓口

電話：0263-71-2494（直通） Fax：0263-72-3176
電子メール：chiikizukuri@city.azumino.nagano.jp
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福祉事業者交流会

開催報告

令和元年度市民活動サポートセンターの事業として、６月２５日（火）
に豊科交流学習センター「きぼう」で福祉事業者交流会を開催し、デイ
サービスや老人ホーム、障がい者支援施設など、およそ５０の事業者が
交流を深めました。
今回の交流会は、事業所が地域とどのように連携していくか、地域の
課題を解決するために事業所が担う役割とはどのようなものか、などに
ついて福祉事業者の皆さんに知っていただくことを目的に開催しまし
た。
事例発表では、ＮＰＯ法人アルウィズの小澤悠維さんが事業所の立場
から、成相区前区長の重野義博さんが地域（区）の立場から、それぞれ
連携の事例について発表していただきました。参加者からは、「区長さ
んが事業者とつながりたいと思っていることがわかりありがたかった。」
「自分達が地域の方に認めてもらうのではなく、地域の中で何かできる
ことがあるのではないか？という視点から、地区行事に参加する機会が
作れたら良いと思った。」といった声がきかれ、地域との連携について
考える機会となりました。
また交流会では、形式を決めずに自由に交流をしていただきました。
多くの方が名刺交換を行っていて、活発に交流をされていました。

登録団体交流会

開催報告
市民活動サポートセンター登録団体（区以外）の交流
会を７月２４日（水）に安曇野市役所で開催しました。
前半は、市出前講座「ＮＰＯ・市民活動・ボランティ
ア活動って何？」として、ＮＰＯ、市民活動、ボランテ
ィア活動の組織形態等の違いや、このような活動がなぜ
必要とされているかということについて、
地域づくり課
の担当職員から講座形式で解説いたしました。
後半は、参加いただいた登録団体の皆さんに一人ずつ
自己紹介をしていただき、
その後はグループに分かれて
交流を行いました。登録団体の皆さんが集まる交流会は
今年度初めてであり、
最初は緊張した雰囲気がありまし
たが、自己紹介をしていく中で徐々に和やかになり、そ

れぞれの団体の活動のＰＲや、他の団体の活動に対する質問などが活発に行われ、限られた時間の中でも情報発
信・情報交換をしていただけたと感じました。団体同士の新たなつながりのきっかけになればと思います。
今回の交流会は、区以外の登録団体に限定して行われましたが、センターでは今後、区も含めた全ての登録団
体を対象とした交流会の開催を計画しています。区と市民活動団体が連携して活動を行っている例はまだまだ多
くはありませんが、このような交流会でお互いの活動内容、得意なこと、課題などが共有できれば、地域課題の
解決のため、また団体の更なる発展のために、連携という手段が見出せるのではないかと思います。交流会の詳
細については、別途皆さんにお知らせしますので、是非ご参加ください。
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第２回ＮＰＯセミナーを開催しました
第２回ＮＰＯセミナーを７月１４日（日）に安曇野市役
所で開催しました。
今回は講師にＮＰＯ法人えんのわの山田勇さんをお迎え
し、「社会貢献と地域とのつながり」をテーマにお話をし
ていただきました。講座の前半では、ＮＰＯ法人の活動分
野や設立の要件といった基礎的な内容について、わかりや
すく説明していただき、後半では、地域とＮＰＯがどのよ
うにしてつながるのか、また、つながる際に気を付けたい
点について、具体的な事例を交えながら解説いただきまし
た。地域とＮＰＯが出会うきっかけは、まずは個人と個人
のつながりから始まり、それが組織と組織のつながりにな
っていくというお話がとても印象的で、センターとしても、
多くの人と知り合いになれる機会の提供が必要と感じました。
第３回のセミナーは、「つながりから生まれる協働のまちづくり」をテーマにワークショップを行う予定です。

令和元年度サポーター紹介
本年度、市民活動サポートセンターのサポーターに以下の６名が就任しました。（五十音順、敬称略）
あんどう

と

し

こ

いまいずみ

安藤 登志子・ 今 泉

はじめ

はやし

一・林

たかひこ

ふやま

孝彦・布山

きよやす

みずたに

清保・水谷

もとみ

ももせ

元美・百瀬

ようこ

陽子

サポーターは、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
いたします。サポーターは随時募集していますので、ぜひご参加ください。

新規登録団体紹介

～現在登録は１６５団体～

令和元年７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６団体をご紹介します。
◆こちょこちょの会
子育てに不安を感じているお母さん達に、わらべ歌やふれあい、遊びを通して子育てを支援します。
◆拾ヶ堰景観形成プロジェクト
シバザクラ等の植栽や清掃活動により、拾ヶ堰じてんしゃひろばの景観整備をしています。
◆岩原の自然と文化を守り育てる会
岩原区の自然や文化財を保全し、その価値等を外部に発信し、地域振興につなげていきます。
◆上押野視聴覚部会

地域活動・伝統文化の映像化を図り、区民に幅広く伝え、地域活動を活発に進めています。
◆押野獅子舞保存会
昭和で途絶えた獅子舞を復活し継承していくこと、地域を元気にして賑わいの創出などを目指しています。
◆明科音頭愛好会
明科音頭の保存継承活動、踊りによる世代間交流や地域の賑わいの創出を目的としています。
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イベント情報

＊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。

心と体の健康 ヒーリング（気功整体）講座 ～特集 夏バテ知らずで『暑さを元気に乗り切ろう！』～
■日時 ①８月３日（土）10:00～13:00 ②８月 28 日（水）10:00～12:30
■場所 ①安曇野市穂高会館 講義室 ②穂高地域福祉センター 教養娯楽室
■内容 冷房対策や疲労回復に効果のある“食”“ツボ”“呼吸法”などが学べる講座です。
■主催 イルカヒーリングクラブ安曇野＆松本
■申し込み・問い合わせ イルカヒーリングクラブ安曇野＆松本
山口さん（TEL 090-3440-2684）又は伊藤さん（TEL 090-7401-1174）
2019“世界にやさしい安曇野”へ 日本語 de スピーチ大会＆多文化共生クイズ
■日時 ８月４日（日）13:30～
■場所 安曇野市役所本庁舎 ４階 大会議室
■内容 外国人住民による日本語のスピーチほか
■主催 あづみの国際化ネットワーク（ＡＩＮ）
■共催 安曇野市人権男女共同参画課
■問い合わせ あづみの国際化ネットワーク（ＡＩＮ） 丸山さん（TEL 090-1869-9547）
SAKURA マルシェ In 光城山
■日時 ①８月４日（日）②８月 11 日（日）③９月８日（日）いずれも８:00～10:00 頃まで
■場所 光城山登山口駐車場
■内容 軽トラックの荷台等での農産物の販売、光城山 1000 人 SAKURA プロジェクトの活動の PR
■主催 光城山 1000 人 SAKURA プロジェクト
■問い合わせ 安曇野市地域づくり課（TEL 71-2494）
■その他 商品がなくなり次第、終了します。雨天の場合は中止です。
ぱおぱおサロン 第４回異世代交流会
■日時 ８月５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 子育て世代とシニア世代が、流しそうめんをしながら交流します。
■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）
区・自治会に関する相談日 ※要予約
■日時 ８月 19 日（月）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 ８月 13 日（火）8:30～12:00（先着順）
■問い合わせ 安曇野市地域づくり課（TEL 71-2494）
ＮＰＯ法人設立講座 ※要事前申し込み
■日時 ①９月５日（木）②９月 17 日（火）いずれも 13:00～15:30 まで
■場所 ①長野県松本合同庁舎 １階 101 号会議室 ②長野県大町合同庁舎 １階 101・102 号会議室
■申込期限 ①８月 29 日（木）まで ②９月 10 日（火）まで
■申し込み・問い合わせ 長野県県民協働課（TEL 026-235-7189、FAX 026-235-7258）
◇◆◇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

