
    

 

市民活動サポートセンター 

登録団体の紹介 

安曇野市市民活動サポートセンター 



                  はじめに                     

 本冊子は、安曇野市を中心に市民活動に取り組む安曇野市民活動サポートセンター登録団体の活動内容

を、ジャンル別に紹介しています。 

安曇野市内では、地域活動を始め、ボランティア活動、生涯学習、趣味などの、様々な市民活動が行わ

れています。お互いに支え合い、助け合いながら、気持ちよく、心豊かに暮らせる安曇野市をつくるため、

皆さんの知恵や人生経験を活かしてみませんか？皆さん一人ひとりにできることがたくさんあります。 

 市民活動に一歩踏み出そうとする、そんなあなたを応援する冊子です。 

 

◆ 本冊子作成の意図 ◆ 

私たちは、安曇野市市民協働事業提案制度を活用し、「協働のまちづくり市民活動支援事業」として本冊

子を作成しました。安曇野市では様々な市民活動団体がそれぞれの目的のもと活動していますが、団体相

互の連携がまだまだ足りていないと感じています。そこで、それぞれの市民活動団体が連携・協働し、お

互いに支え合いながら抱える課題の解決を図り、より効果的・効率的に事業目的を達成できるよう、市民

活動団体を応援・支援することを目的に本冊子づくりに取り組みました。 

本冊子をきっかけにつながりが生まれ、市民活動がますます活発になることを願っています。               

【世代を超えて地域と共に歩む会 山田 百合】 

 

             市民活動サポートセンター紹介              

市民活動をおこなっている様々な団体（自治会、NPO 法人、ボランティア団体など）や行政などの情報

の収集・発信の場であり、交流の場です。そして市民同士、市民と行政との協働の拠点です。 

 

 

 

 

 

 

 

いろんな情報の基地 

NPO 法人やボランティア団体、自治会（区）、

行政などの情報を収集し、一元化して発信

しています。 

いろんな相談の窓口 

ボランティアをやってみたい、団体に入

りたい、団体を利用したい…など、相談 

は何でも受け付けます。 

 

他団体とのつなぎ役 

他団体の情報を知りたい、他団体ともっと

連携したい…といった要望に応える窓口

として、交流事業を実施しています。 

 

スキルアップの支援 

団体運営をもっと強化したい、人材を育成

したい、といった思いを実現するための

様々な研修会や講座を用意しています。 

 

市民活動サポート 

センターの役割 

市民活動団体 

の皆様へ 

すべての皆様へ 



           市民活動サポートセンター施設案内              

 

       市民活動サポートセンター登録団体を募集しています        

 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。多くの団体等

にご登録をいただくことで、より充実した各種事業を展開していきたいと考えています。お気軽にご連絡くだ

さい。 

◆ 登録方法 ◆ 

「安曇野市市民活動サポートセンター（登録・変更）申請書」に必要事項をご記入の上、市民活動サポートセ

ンターにご提出ください。また、次の書類等をお持ちの場合は、申請書と一緒にご提出ください。 

○会則（または会の活動が分かる書類）  ○役員及び構成員名簿  ○活動中の写真 

 

◆ 登録の有効期間 ◆ 

 最初の登録の日から、３月 31 日まで。年度ごと更新をします。 

 

◆ 登録によるメリット ◆ 

 

メリット１ 

団体の活動などを市民活動サポートセンターのホームページ及び市役所１階東ロビー「くつろぎ広場」にあ

る情報コーナーで紹介します。 

メリット２ 

 報道機関用メールボックスに市民活動団体のチラシなどを投函できます。また、市民活動サポートセンター

で郵送を行う際、市民活動団体のチラシ等も同封することができます。 

メリット３ 

 いろんな市民活動団体との交流会、市民活動の参考となる研修会などセンターの事業情報等を優先的にご案

内します。イベント情報や助成金情報など市民活動の参考となる情報をお届けします。 

メリット４ 

 各種情報を掲載した「市民活動サポートセンター通信」をメール等によりお送りします。 

場 所 
【窓    口】安曇野市役所 本庁舎２階 ４番窓口 

【情報コーナー】安曇野市役所 本庁舎１階 東ロビー「くつろぎ広場」 

開庁日 

利用時間 

【窓    口】 

○月曜日から金曜日 ※国民の祝日・年末年始（12/29～翌年 1/3）は除く。 

○午前８時 30 分～午後５時 15 分 

【情報コーナー】 

○平日：午前 8 時 30 分～午後６時 

○休日：午前９時～午後 9 時（11 月～３月は午後 6 時まで） 

※年末年始（12/29～翌年 1/3）は除く。 

お問い合わせ 

〒399-8281 安曇野市豊科 6000 番地 

電話：0263-71-2013 FAX：0263-72-3176 

Email：kururin@city.azumino.nagano.jp 

ホームページ http://www.city.azumino.nagano.jp/site/azumino-skc/ 

イベント情報等を
発信しています。 
詳しくはホームペ
ージをチェック！ 

 

「安曇野市市民活動 

サポートセンター」 
 

で検索 
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0 2 4 6 8 10 12 14 16

その他

企業

教育機関

自治会

NPO法人

ボランティア団体

市民活動団体

Q どこと連携しましたか？

あり

63%

なし
37%

Q 他団体との連携経験はありますか？

「市民活動団体と他団体の連携」
について調査してみました！

他団体と連携することで課題が解決できたり、新しい活動ができるかも。

そこで、市民活動団体の皆さんに「他団体との連携」について聞いてみました ☺

その他…

・市役所、県等の行政機関

・社会福祉協議会

・商工会等の組織

という回答がありました。

なかには「お寺」と連携した、という例も。

Q 連携しておこなった活動内容は？

・会場確保や広報周知と、講座内容の提供や講師担当をそれぞれ行い、イベントを開催しました。

・施設等で開催されたイベントへ出演しました。

・自治会とともに防災/防火活動や環境保全活動を行いました。

・企業や行政を巻き込んだ、団体同士の連携の支援を行っています。

…等々

45団体からご回答いただきました。ご協力ありがとうございました！

（複数回答）
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どうやって連携先を

見つけましたか？

きっかけは？

・会場確保や広報周知と、講座内容の提供や講師担当をそれぞれ行い、イベントを開催しました。

市民活動サポートセンターは、連携のきっかけとなれるよう、相談に応じた

り、交流会を開催したりし、コーディネートをおこなっております。ぜひご

活用ください！！

活動情報を知った先方

から依頼をいただいた。市民活動サポート

センターの交流

会で話をし、

コラボしてみる

ことになった。

所属会員の持つネットワーク

を頼りに、気になる団体へ声

をかけた。

くるりん通信（現市民活

動サポートセンター通

信）の記事を読んで、問

い合わせがあった。

会員の加入する

自治会で。

チラシを設置しても

らった施設から依頼

をいただいた。

日々の活動の中で。

社会福祉協議会

（ボラネット）

を通じて。

協働の事例

役割分担の例

得意分野を組み合わ

せ、絵本の読み聞か

せと生け花の体験イ

ベントを開催しまし

た！

Ａ団体が場所の提供

や地域への周知を行

い、Ｂ団体はチラシ

作り等の事務を担当

し、イベントを開催

しました。

意見の交換や

情報交換をし

ています。

資金面での協力を

お願いする。

各団体の専門分野を

活かす。

伴走型支援…

共有し、寄り添って

行う支援やコーディ

ネート役を担ってい

ます。

協働とは、難しく考えるものではありません。

日常生活の一コマです。
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区（安曇野市内８３区）

代表者 各区⻑

市⺠活動サポートセンター

住所 豊科6000（本庁舎２階４番窓口）

電話 0263-71-2013

FAX 0263-72-3176

E-mail kururin@city.azumino.nagano.jp

ホームページ https://www.city.azumino.nagano.
jp/soshiki/14/42612.html

地域の課題は地域で解決する

安曇野市には、83の「区」があり、各区が支え合
い及び助け合いを土台に地域課題を解決すること
により、地域福祉の向上及び安全かつ安心な地域
の創出を目指し、それぞれの区の特性を活かした、
防災・防犯、福祉、環境などの生活に密着した多
様な活動や生涯学習を基盤とした活動など、自治
会活動を行っています。

主な活動 • 交流親睦事業
（スポーツ大会、夏祭り、敬老会、旅行など）

• 防災事業
（自主防災訓練、避難訓練、火災予防など）

• 環境美化事業
(区内⼀⻫清掃、緑化活動など）

• 地域安全活動
（防犯パトロール、通学路の巡回など）

• 課題解決活動
（課題解決のための会議の開催など）

※区によって活動の有無や内容は異なります。

自治会

みずみん やまみん

安曇野市区長会キャラクター

相談窓口

令和元年度から自治組織である
区が市⺠活動サポートセンター

登録団体となりました！

区（安曇野市内８３区）⼀覧
豊科地域 穂高地域 三郷地域 堀金地域 明科地域
上鳥羽 矢 原 北小倉 岩 原 大 足
下鳥羽 白 金 南小倉 倉 田 光
本 村 等々力 東小倉 上 堀 宮 中
吉 野 等々力町 室 町 中 堀 町
成 相 穂高町 野 沢 下 堀 明 科
新 田 穂 高 上⻑尾 扇 町 潮
寺 所 橋 爪 下⻑尾 小田多井 潮 沢
踏 入 耳 塚 楡 田 尻 木 ⼾
細 萱 富 田 住 吉 田多井 上生野
重 柳 豊 里 七日市場 上押野
真々部 小岩嶽 一日市場 下押野
たつみ原 嵩 下 二 木 塩川原
飯 田 新 屋 及 木 荻 原
下飯田 古 厩 中 萱 南陸郷
中曽根 立 足
熊 倉 柏 原
アルプス 久保田
徳治郎 塚 原
田 沢 牧
小瀬幅 柏矢町
大口沢 島新田
光 ⻘木花⾒

桜 坂 狐 島
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            活動分野別 登録団体一覧               

地域づくり 

 明科いいまちつくろうかい！！ 8  安曇野案内人倶楽部 8 

 安曇野物語を創る会 9  NPO 法人 安曇野ふるさとづくり応援団 9 

 あづみのファシリテーション部！ 10  安曇野朝活 10 

 チームぴかっ人 11  あめんぼの会 11 

 いいな安曇野花サロン 12  Garden Farm Life of Azumino～安曇野の花庭・せんぜ畑～ 12 

 豊科商店連合会 13  生活クラブ 生活協同組合 穂高支部 13 

 熊倉春日会 14  橋爪シニア倶楽部 14 

 明科音頭愛好会 15  豊科調安曇節愛好会 15 

 上押野視聴覚部会 16  押野獅子舞保存会 16 

 小倉祭り保存会 17    
      

 NPO 法人 川の自然と文化研究所 20  安曇野市不用食器リサイクル実行委員会 22 

 山里のくらし塾 22  ママの働き方応援隊 長野松本校 28 

 NPO 法人 アルウィズ 33  NPO 法人 Gland・Riche（グランド・リッシュ） 34 

 健康づくり集団 安曇野市歩こう会 35  小さな小さなみんなの居場所 下堀おはなし会 35 

 新日本婦人の会 穂高支部 36  「安曇族」研究会 36 

 岩原の自然と文化を守り育てる会 37  安曇野文化塾「アリーナ」 41 

 早春賦愛唱会 42  NPO 法人 グループ HIYOKO 安曇野支部 44 

 NPO 法人 ユニバーサルツーリズムながの 46  安曇野市男女共同参画推進会議・あかしな支部 47 

 喜多澤ぽち商会 48    
      

地域の安全 

 あめんぼの会 11  NPO 法人 あづみ野風土舎 20 

 山里のくらし塾 22  NPO 法人 Gland・Riche（グランド・リッシュ） 34 

 健康づくり集団 安曇野市歩こう会 35  小さな小さなみんなの居場所 下堀おはなし会 35 

 エンジョイライフ安曇野クラブ 38    
      

環境保全 

 安曇野グリーン王国 17  安曇野写真クラブ 18 

 安曇野地球温暖化協議会 18  安曇野緑の会 19 

 マイ箸づくりサポートボランティア 19  NPO 法人 あづみ野風土舎 20 

 NPO 法人 川の自然と文化研究所 20  NPO 法人 楽々安曇野 21 

 拾ケ堰景観形成プロジェクト 21  安曇野市不用食器リサイクル実行委員会 22 

 山里のくらし塾 22    
      

 NPO 法人 安曇野ふるさとづくり応援団 9  生活クラブ 生活協同組合 穂高支部 13 

 おしゃべり Café 24  みっぴー工房 28 

 健康づくり集団 安曇野市歩こう会 35  安曇野の自然と文化を考える会 37 

 岩原の自然と文化を守り育てる会 38  エンジョイライフ安曇野クラブ 38 

 ゆめりんの会 40  喜多澤ぽち商会 48 
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食育・農業 

 安曇野調理師会 23  セニョール＆セニョリータ 23 

 三田体験農場 24  おしゃべり Café 24 

 食の寺子屋 給食部 25    
      

 いいな安曇野花サロン 12  Garden Farm Life of Azumino～安曇野の花庭・せんぜ畑～ 12 

 生活クラブ 生活協同組合 穂高支部 13  山里のくらし塾 22 

 NPO 法人 Gland・Riche（グランド・リッシュ） 34  新日本婦人の会 穂高支部 36 

 安曇野の自然と文化を考える会 37  安曇野で暮らすように泊まる実行委員会 45 

 喜多澤ぽち商会 48  ほほえみの会 48 
      

子育て 

 NPO 法人 子育て支援ぱおぱお 25  NPO 法人 子ども・家庭支援センターHUG（ハグ） 26 

 こちょこちょの会 26  野外保育 森の子 27 

 全国心臓病の子どもを守る会 長野県支部 27  ママの働き方応援隊 長野松本校 28 

 みっぴー工房 28    
      

 生活クラブ 生活協同組合 穂高支部 13  おしゃべり Café 24 

 食の寺子屋 給食部 25  イルカヒーリングクラブ安曇野＆松本 30 

 新日本婦人の会 穂高支部 36  小さな小さなみんなの居場所 下堀おはなし会 35 
      

教育 

 あづみ野太鼓保存会 29  囲碁普及ボランティアグループ 29 
      

 あづみのファシリテーション部！ 10  全国心臓病の子どもを守る会 長野県支部 27 

 ママの働き方応援隊 長野松本校 28  みっぴー工房 28 

 イルカヒーリングクラブ安曇野＆松本 30  新日本婦人の会 穂高支部 36 

 下鳥羽の古文書を読む会 39  三郷郷土研究会 39 

 安曇野文化塾「アリーナ」 41  早春賦愛唱会 42 

 あづみの文字情報サポートネット 44  NPO 法人 グループ HIYOKO 安曇野支部 44 

 あづみの国際化ネットワーク（AIN） 47    
      

介護・健康・福祉 

 イルカヒーリングクラブ安曇野＆松本 30  ＮＡＣボランティア友の会 30 

 大人のたまり場 31  楽布の会 31 

 地域で共に生きようフェスティバル実行委員会 32  シルバーカフェ安曇野 32 

 NPO 法人 からだ堂 33  NPO 法人 アルウィズ 33 

 NPO 法人 ほたか野の花 34  NPO 法人 Gland・Riche（グランド・リッシュ） 34 

 健康づくり集団 安曇野市歩こう会 35  小さな小さなみんなの居場所 下堀おはなし会 35 

 新日本婦人の会 穂高支部 36    
      

 あめんぼの会 11  いいな安曇野花サロン 12 

 熊倉春日会 14  橋爪シニア倶楽部 14 

 おしゃべり Café 24  全国心臓病の子どもを守る会 長野県支部 27 

 とよしな女声合唱団 43  NPO 法人 ユニバーサルツーリズムながの 46 

      

      
      

6



歴史・文化 

 「安曇族」研究会 36  安曇誕生の系譜を探る会 37 

 安曇野の自然と文化を考える会 37  岩原の自然と文化を守り育てる会 38 

 エンジョイライフ安曇野クラブ 38  下鳥羽の古文書を読む会 39 

 三郷郷土研究会 39  ゆめりんの会 40 
      

 安曇野案内人倶楽部 8  NPO 法人 安曇野ふるさとづくり応援団 9 

 豊科調安曇節愛好会 15  NPO 法人 あづみ野風土舎 20 

 NPO 法人 川の自然と文化研究所 20  NPO 法人 楽々安曇野 21 

 あづみ野太鼓保存会 29  囲碁普及ボランティアグループ 29 

 健康づくり集団 安曇野市歩こう会 35    
      

学術・芸能 

 あづみのアクターズアカデミア 40  全日本写真連盟安曇野支部 41 

 安曇野文化塾「アリーナ」 41  三匹のこぶた 42 

 早春賦愛唱会 42  とよしな女声合唱団 43 
      

 いいな安曇野花サロン 12  熊倉春日会 14 

 全国心臓病の子どもを守る会 長野県支部 27  みっぴー工房 28 

 NPO 法人 Gland・Riche（グランド・リッシュ） 34  新日本婦人の会 穂高支部 36 

 安曇野の自然と文化を考える会 37  NPO 法人 グループ HIYOKO 安曇野支部 44 

 安曇野で暮らすように泊まる実行委員会 45  安曇野スタイルネットワーク 46 
      

情報化社会 

 あづみ野音声パソコン教室「にこにこ」 43  あづみの文字情報サポートネット 44 

 NPO 法人 グループ HIYOKO 安曇野支部 44    
      

スポーツ振興 

 NPO 法人 楽々安曇野 21  イルカヒーリングクラブ安曇野＆松本 30 

 あづみ野太鼓保存会 29  健康づくり集団 安曇野市歩こう会 35 
      

観光振興 

 安曇野ドリンクフェスタ実行委員会 45  安曇野で暮らすように泊まる実行委員会 45 

 安曇野スタイルネットワーク 46  NPO 法人 ユニバーサルツーリズムながの 46 
      

 安曇野案内人倶楽部 8  安曇野物語を創る会 9 

 NPO 法人 安曇野ふるさとづくり応援団 9  あづみのファシリテーション部！ 10 

 豊科商店連合会 13  拾ケ堰景観形成プロジェクト 21 

 健康づくり集団 安曇野市歩こう会 35    
      

人権国際 

 安曇野市男女共同参画推進会議・あかしな支部 47  新日本婦人の会 穂高支部 36 
    

あづみの国際化ネットワーク（AIN） 47 
      

その他 

 あづみの国際化ネットワーク（AIN）…多文化共生 47  喜多澤ぽち商会 …地域交流 48 

 ほほえみの会 …身近な食材で家庭料理 48    
      

 生活クラブ 生活協同組合 穂高支部 …生協の活動 13  みっぴー工房 …木のおもちゃ作り 28 
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明科いいまちつくろうかい！！

代表者 浅見 郁子

連絡者 浅見 郁子

住所

電話

FAX

E-mail

ホームページ

活動目的 明科地域の活性化と、楽しく、安心安全なまちづ
くりを目的に、停滞傾向にある明科地域の課題を
確認し、自主的主体的な取り組みを展開する。

活動概要 • あやめ祭り協力事業(イベント協力、公園内の
除草・清掃他)

• いいまちサロン事業(交流・親睦・学び…「歴
史・文化・健康・音楽」を目的に、月1回開催)

• 明科めぐりウォーキング事業(プラン作成、下
見、運営)

地域づくり

安曇野案内人倶楽部

代表者 高松 伸幸

連絡者 手塚 博登

住所 穂高有明2775-2

電話 090-1883-6867

FAX 0263-83-3349

E-mail

ホームページ

活動目的 案内人事業によって地域社会と密接に結びつき、
地元住⺠向けのガイドウォークをはじめ、クラフ
トショップ＆ミニカフェの運営や、楽しいイベン
トを企画しています。さまざまな地域活動を通じ
て、安曇野のまちづくりに貢献してゆきたいと考
えています。

活動概要 • 案内人は、すべての商店さんの案内、旅人の案
内（道祖神、寺等）、イベント企画（さんぽ市、
ウォッチング街中さんぽ、あめ市、ウォークラ
リー）をします。

地域づくり （歴史・文化）（観光振興）
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安曇野物語を創る会

代表者 小松 孝雄

連絡者 小松 孝雄

住所 堀金烏川3823-1

電話 0263-88-5877

FAX

E-mail tkhoumei-karasu@kje.biglobe.ne.jp

ホームページ

とにかくアイディアを出す。なんでも活動してみる。

活動目的 北アルプスに抱かれた豊かな自然を守りながら、
子どもたちがいつまでも幸せに暮らせるあづみ野
のため、まちづくりを通じ安曇野をもっと元気に
する。

活動概要 • ガーデンファームを進展させ、美しい田園風景
を守る。

• 地域との連携や各種交流を推進させ耕作放棄地
解消や農地の整備を図る

• 防災活動の実践を推進し、その活動の範囲を広
げる

• 環境保全・地域観光のありかた・研究、教育機
関の誘致等従前の取り組み再検討

得意な
こと

自分たちの人生経験や知識でいろいろなアイディ
アを出し合い、安曇野全体に広げる運動展開とシ
ンクタンク的活動を行うことができる。

地域づくり （観光振興）

NPO法人 安曇野ふるさとづくり応援団

代表者 宗像 章

連絡者 宮崎 崇徳

住所 穂高柏原113-2
（ライフポート安曇野内）

電話 0263-81-1325

FAX 0263-81-1280

E-mail lifeport@nifty.com

ホームページ http://azumino-furusato.com/

Iターン者と地域住⺠との交流によるふるさとづくり！！

活動目的 ふるさと再発見により地域の活動団体の交流を深
め、地域の自然、歴史、文化、風土を大切にした
まちづくりに関する事業を行っている。

活動概要 • ふるさとづくりフォーラムin安曇野（３回）

• ふるさとウォッチングin安曇野（28回）

• 安曇野暮らしセミナー（５回）

• 安曇野ふるさと散歩（41回）他

• 環境の保全を図る活動

得意な
こと

安曇野の自然、歴史、文化等を学びながら歩く
「ふるさとウォッチング」、地域ガイドを育成す
る「案内人の教室」を開催中！！

地域づくり （環境保全）（歴史・文化）（観光振興）
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あづみのファシリテーション部！

代表者 児玉 真弓

連絡者 森岡 俊道

住所

電話 090-5987-1023

FAX

E-mail faci_gra_azumino@googlegroups.com

ホームページ

会議から安曇野を元気にしていこう！ ＃安曇野愛 ＃地域活性化

活動目的 ファシリテーショングラフィックを用いて地域活
性化に向けたアイデアの醸成を楽しくまじめに実
行する。

活動概要 • 毎月２回、テーマを決めて自由参加による活動
を行う。

• 年に数回、勉強会を行うことでファシリテー
ショングラフィックのスキルの向上を図る。

• 出てきたアイデアを具体的に実行に移す。

得意な
こと

会議の準備から自己紹介を含めて、会議を活性化
します！眠い、つまらない、意見が出ない会議を
一緒に変えてみませんか。

地域づくり （教育）（観光振興）

安曇野朝活

代表者 小島 龍哉

連絡者 小島 龍哉

住所

電話

FAX

E-mail

Facebook 「安曇野朝活」と検索

大人に夢を！子どもに未来を！ 人生を豊かにする朝のおしゃべり
活動目的 大人に夢を！子どもに未来を！

活動概要 • 月に１~2回、夏は朝の5時〜８時、安曇野市内
の公園、冬は8時~10時、安曇野市内のオシャ
レなカフェでおしゃべり

• 仕事のこと、人付き合い、恋の話、夢の話、子
育てのこと…おしゃべりの内容は自由！「誰か
と話したい」「わかちあいたい」という方もい
れば、「ふらっと寄ってみた」「ちょうど時間
があいた」という方など様々です。

• ・新たな仲間と繋がることで、より人生が豊か
になる体験ができる、一人ではできないことも
実現してしまう、そんなパワーを秘めた活動で
す。

得意な
こと

何の制限もなく、Facebookで広く参加を呼び掛け
ているため、老若男女、得意、資格など、多種多
様な人と楽しいお付き合いができます。

地域づくり
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チームぴかっ人

代表者 ⻑坂 智恵子

連絡者 ⻑坂 智恵子

住所

電話

FAX

E-mail

ホームページ http;//r.goope.jp/picatto

昨日の自分より一歩前に進む人とともに

活動目的 一人ひとりが「その人らしさ」や「個性・才能」
に気づき、昨日の自分より一歩前に進もうと努力
する人（=ぴかっ人）を増やし、「いきがい」
「やりがい」を創出します

活動概要 • キャリア形成、能力開発のワークショップの企
画・運営

• 「ぴかっ人」スピリットに富んだ個人や団体と
の協働事業

• 思いやりや助け合いの心を養い、支えあいのま
ちづくりにつなげる活動（小中学校、地域との
連携による防災ゲームHUGの実施）

得意な
こと

メンバーそれぞれの個性や才能を最大限に活かし
ながら、創造的で有用感あふれるワークショップ
を企画し運営すること。

地域づくり

あめんぼの会

代表者 山田 百合

連絡者 山田 百合

住所 堀金烏川4727-2

電話 0263-72-5690

FAX

E-mail yamada3.y824@eagle.ocn.ne.jp

ホームページ

子どもからお年寄りまで世代を超えて元気と笑顔を届けます。

活動目的 人との出会いを大切に、共に楽しい時間と空間を
共有し得る「支え合い」で地域を支援する。
「世代を超えて地域と共に」

活動概要 • 堀金児童館キッズで親子への読み聞かせ、手遊
び、パネルシアターなど

• 堀金児童クラブでの読み聞かせと工作、パネル
シアターなど

• 堀金児童館祭り、常念フェスティバル
• イベントを主催で行う(子どもから高齢の方々

まで、笑顔の顔見知りを大勢作ることで、子ど
もの又お一人暮らしの高齢者の方々の安全に繋
がることも目的とする)他
※全てにおいて参加型

• 海と日本プロジェクトへの参加

得意な
こと

安曇野市の郷土の歴史を紙芝居にして伝えていく。

地域づくり （地域の安全）（介護・健康・福祉）
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いいな安曇野花サロン

代表者 岡江 伸子

連絡者 岡江 伸子

住所 穂高4373

電話

FAX

E-mail mokyizu117@gmail.com

ホームページ

お茶して花して話しして・・・ｅｔｃ。心ばかりの癒しを提供します。
活動目的 安曇野市⺠が心⾝ともに健康で豊かに生活ができ

ることを目的に、私たちは岡田茂吉（1882-
1955）の思想哲学に基づき、心と体の健康なまち
づくりに取り組むＭＯＡインターナショナルの活
動に賛同し、自然尊重、自然順応を基本にした健
康法で市⺠の健康に貢献する。

活動概要 • 美育セミナー
• 廃材を利用したサークル花器を作り簡単ないけ

ばなを体験
• お抹茶体験
• 自然農法・食育セミナー（不定期で自然農法産

野菜のマルシェ開催）
• 自然のエネルギー療法体験

得意な
こと

お花やお抹茶によるアートヘルスケアで、心と体
をリフレッシュ！美しいものにふれたり、安心安
全な食生活のヒントを提供します。

地域づくり （食育・農業）（介護・健康・福祉）（学術・芸能）

Garden Farm Life of Azumino 〜安曇野の花庭・せんぜ畑〜

代表者 杉下 久子

連絡者 藤松 まゆみ

住所 三郷温3551

電話 0263-77-5644

FAX

E-mail

ホームページ

安曇野の花庭、せんぜ畑で心豊かな暮らしを

活動目的 野菜や花に親しみ地域で交流することで、心豊か
な暮らしを育み、農地を守り、生きがい作り、癒
しの提供、より健康な暮らしを発信する。

活動概要 • オープンガーデンファームライフの開催（会員
有志のお宅でオープンガーデンを開催する。）

• 会員向けガーデンコンサートの開催

• 講演会・講習会・研修旅行の開催（ハーブや野
菜などの育成や楽しみ方等を題材にする。）

• 『ガーデンファームライフガイドブック』の発
行

• 花や野菜に関するイベントへの参加及び協力

地域づくり （食育・農業）

12



豊科商店連合会

代表者 高原 茂

連絡者

住所 豊科4289-1 安曇野市商工会内

電話 0263-72-2986

FAX

E-mail

ホームページ

活動目的 会員相互の親睦を図り、団結と協調によって会員
の繁栄を期することを目的とする。

活動概要 • 土曜市の実施

• 商店街活性化事業の取り組み

• あめ市の実施

地域づくり （観光振興）

生活クラブ 生活協同組合 穂高支部

代表者 臼田 智恵

連絡者

住所

電話

FAX

E-mail seikatsuclubhohotaka@yahoo.co.jp

ホームページ

活動目的 食を中心に、暮らしの環境、地域のコミュニケー
ションを考え、仲間づくりもしています。

活動概要 • 私たちに届く食品（農産物、加工品含め）が
どのように作られ、どのように届くのかを学習
する。

• 食品のより良い活用として、調理を学ぶ。

• 環境がどのようになっているのか、私たちにで
きることを考える。

上記を通して、協同組合としても仲間づくりもし
ています。

地域づくり （環境保全）（食育・農業）（子育て）（その他：生協の活動）
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熊倉春日会

代表者 倉科 好麿

連絡者 倉科 好麿

住所 豊科高家2882-2

電話 090-2740-0626

FAX

E-mail

ホームページ

健康と明るい地域づくりに邁進しよう。

活動目的 春日会の発展を図るとともに、老人の福祉を増進
するための活動を行う。

活動概要 65歳以上の会員で構成され、会員相互の交流の場
として、地域を美しくする運動、教養と健康を高
める運動、ボランティア事業等を行っている。

得意な
こと

会員96名一体となっての、公⺠館敷地の花壇作り、
管理、鑑賞。

地域づくり （介護・健康・福祉）（学術・芸能）

橋爪シニア倶楽部

代表者

連絡者

住所

電話

FAX

E-mail

ホームページ

活動目的 生きがいの醸成

活動概要 • 花壇作り、マレットゴルフ、カラオケ等でコ
ミュニケーションづくり

地域づくり （介護・健康・福祉）
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明科音頭愛好会

代表者 大石 昭明

連絡者 大石 昭明

住所 明科七貴4810

電話 0263-62-3693

FAX 0263-62-3693

E-mail ohisi@anc-tv.ne.jp

ホームページ http://akashina.net

踊りによる脳トレ体操 現役90才めざし生きがいづくり健康づくり

活動目的 旧明科町町制施行10周年に当たる昭和43年に制作
57年に振り付けされ明科音頭が踊られるようにな
りました。踊りを継承する人が減少するなか、明
科音頭を保存継承し踊りによる世代間交流、地域
の賑わいの創出活動を推進。

活動概要 • 毎月第２・第４日曜日に13時30分より練習

• 敬老会・お祭り・明科福祉祭り・明科文化祭・
福祉施設の行事等で発表

• 福祉ボランティアで医療・福祉施設の行事に参
加

得意な
こと

平成23年明科音頭の保存継承して行く為後継者育
成用の指導映像DVDを製作し練習を重ね、地区の
行事・ボランティアに積極的に参加。

地域づくり

豊科調安曇節愛好会

代表者 大石 昭明

連絡者 大石 昭明

住所 明科七貴4810

電話 0263-62-3693

FAX 0263-62-3693

E-mail ohisi@anc-tv.ne.jp

ホームページ http://akashina.net

あづみ野祭りのオープニングイベントに参加し、やりがいを感じています。

活動目的 地域の活性化のため豊科調安曇節・あづみ野ばや
し踊り等の練習を通じて地域の交流を図る。

活動概要 • 毎月第2第4日曜日を練習日として練習を重ね、
福祉施設ボランティア、地域の行事等に参加し
活躍しています。

得意な
こと

⻄川流師範名取 ⻄川喜枝嘉先生の指導のもと稽
古に励み,平成26年愛好会が発足。あづみ野に伝わ
る新⺠謡豊科調安曇節・豊科小唄・あづみ野ばや
し踊りを保存継承する為映像化、指導用DVD『唄
おう・踊ろう豊科調安曇節』『あずみ野祭りと新
⺠謡』を制作し練習に活かし活動を活発に推進し
ています。

地域づくり （歴史・文化）
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上押野視聴覚部会

代表者 請地 政広

連絡者 大石 昭明

住所 明科七貴4810

電話 0263-62-3693

FAX 0263-62-3693

E-mail ohisi@anc-tv.ne.jp

ホームページ http://akashina.net

集まって、観たり聞いたり楽しんで、連携意識の花開く

活動目的 地域活動・伝統文化の映像化を図り、区⺠に幅広
く伝え地域活動を活発に進め、地域リーダーの発
掘を目指している。
また、毎月第３日曜日に名作鑑賞会を開催し、地
域コミュニティの強化を図る。

活動概要 • 毎月第３日曜日名作鑑賞会の開催

• 記録映像の制作

• 地域活動を幅広く伝えるため月刊誌を発行し、
全区⺠に配布（おしのの力）

得意な
こと

映像・音声による様々な作品を、区⺠が集まり定
期的に鑑賞し、それをきっかけに地域の更なる連
携強化に繋げようと活動している。

地域づくり

押野獅子舞保存会

代表者 大石 昭明

連絡者 大石 昭明

住所 明科七貴4810

電話 0263-62-3693

FAX 0263-62-3693

E-mail ohisi@anc-tv.ne.jp

ホームページ http://akashina.net

縁起物として獅子舞をご活用ください！迫力満点です。

活動目的 昭和で途絶えた獅子舞復活し継承して行く、また、
地域を元気にして賑わいの創出やつながりの活動
の推進を目指す。

活動概要 • 平成22年 獅子舞の経験のある高齢者の皆さん
により、獅子舞の映像の保存のため『悠久の時
を紡ぐ押野獅子舞』の映像DVDを制作。

• 平成23年 伝統芸能押野獅子舞の後継者育成用
の指導映像『明科に響き渡る「信濃の国」音色
と風景・押野獅子舞』の記録映像DVDを制作。

• 平成25年 獅子舞復活プロジェクト発足

• 平成27年 獅子舞復活しお祭りに獅子舞奉納。

得意な
こと

押野獅子舞は昭和を最後に途絶えました。平成22
年より復活の準備を進め、27年ぶりに復活でき、
秋祭りに奉納でき縁起物として活躍しました。

地域づくり
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小倉祭り保存会

代表者 大倉 健太郎

連絡者 大倉 健太郎

住所 三郷小倉3551-1

電話 090-4091-1576

FAX

E-mail

ホームページ

活動目的 小倉地区の祭りの保存

活動概要 • 祭りの保存

• 伝統の継承

• 地域との連携

• 祭り進行の補助

得意な
こと

地域づくり

安曇野グリーン王国

代表者 百瀬 陽子

連絡者 百瀬 陽子

住所 豊科高家3646-26

電話 0263-73-2957

FAX

E-mail

ホームページ

活動目的 農家と消費者との交流を図り、ともに食の安全・
安心について理解を深めることを活動の目的とす
る。

活動概要

環境保全
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安曇野写真クラブ

代表者 ⻘柳 康雄

連絡者 曽山 尚起

住所 堀金烏川3915-1

電話 0263-72-2525

FAX

E-mail Soya6501@anc-tv.ne.jp

ホームページ

活動目的 ヒメギフ蝶の保護を目的に、カタクリや食草のウ
スバサイシンの育成を図る。

活動概要 • カタクリの群生している烏川渓谷の土地３，０
００㎡程を借りて、活動の拠点とします。

• カタクリが開花する4月15日〜25日ころ、盗掘
や踏み荒らしを防止し、蝶の捕獲を防ぐよう当
番を決めて、毎日巡視します。

• 雑草の繁茂する7月〜8月は草刈り作業を実施し
ます。

• 秋には落葉後に雑木の除伐作業を実施して、日
当たりをよくします。

• 平成21年から活動を開始し、年々産卵数が増え
て成果が出てきました。

環境保全

安曇野地球温暖化協議会

代表者 樋口 嘉一

連絡者 樋口 嘉一

住所 穂高有明2105-74

電話 0263-83-8701

FAX

E-mail k_higuchi@etude.ocn.ne.jp

ホームページ

豊かな自然を未来の子どもたちへ

活動目的 地球温暖化の影響と対策に理解を深め、講習会等
を通して普及啓発や情報提供等を行い、また事業
所の環境活動を支援し、国や地方公共団体が行う
地球温暖化施策に協力する。

活動概要 • 安曇野環境フェア・安曇野環境市⺠ネットワー
ク・安曇野市市⺠活動サポートセンター等の環
境問題に対応

• 地域の学校や公⺠館、市の環境講座等にて環境
問題を講演

• ＳＤＧｓの講演
• 中小事業所の環境活動や環境マネジメントシス

テムの支援
• 環境省家庭エコ診断制度の「うちエコ診断」

得意な
こと

地球温暖化の影響と対策に理解を深め、温室効果
ガスの排出抑制などの指導・助言をするとともに、
国や地方公共団体の施策に協力する。

環境保全
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安曇野緑の会

代表者 小河 深美

連絡者 小河 深美

住所 穂高7202-1

電話 0263-82-5344

FAX

E-mail

ホームページ

活動目的 緑豊かな地域づくりのため、自然の調査研究や観
察会、希少植物・桜などの苗育成や植樹活動をし
ている。

活動概要 • 自然観察会（安曇野）

• 自然の調査研究（外来植物、万葉の植物）

• 桜の苗育成と植樹、観桜会

• 希少植物（オキナグサ、イワチドリなど）
−オキナグサを自然に帰す試み−

得意な
こと

安曇野に合う桜の苗木を配布できること。

環境保全

マイ箸づくりサポートボランティア

代表者 矢口 今朝雄

連絡者 矢口 今朝雄

住所 豊科2484-1

電話 0263-73-2861

FAX

E-mail

ホームページ

世界で一膳だけの箸を作ろう。山に緑を残そう。

活動目的 地球温暖化防止。山に緑を残す。

活動概要 公⺠館講座、老人クラブ、婦人会等からの要望に
より、ヒノキの端材を利用し、世界で一膳だけの
マイ箸を作ってもらう。

得意な
こと

皆さん割箸を洗って使いますか？
一度だけで捨てられる無駄を無くそう。山に緑を
残すため、世界で一膳だけの箸を使おう。

環境保全
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NPO法人 あづみ野風土舎

代表者 磯野 康子

連絡者 今泉 一

住所 豊科5234-24

電話 0263-73-2652

FAX 0263-73-2652

E-mail hajime.i@triton.ocn.ne.jp

ホームページ http://www.fudosha.org/

あづみ野が好きです。知恵と工夫であづみ野を元気にします。
活動目的 緑のカーテンの普及に努め、環境保全、地球温暖

化防止の推進を図る。
安曇野⺠話『八面大王』を大型紙人形劇にして、
公演をするなど、安曇野の地域文化伝承、地域づ
くりに貢献する。

活動概要 地域自然環境の保全再生をすすめる活動
• 緑のカーテン推進：育て方講習会開催

緑のカーテンに最適な琉球朝顔（オーシャンブ
ルー他）の栽培の仕方、挿し芽、鉢上げの方法
を学ぶ講座

• 柏矢町三角地の植栽

子供たちを交えた、文化・芸術を広める活動
• ⺠話を語り継ぐ「八面大王」の上演
• 「緑のカーテン広げよう」コンサートの開催

得意な
こと

• 「緑のカーテン」を育てる技術指導ができます。
• ⺠話・昔ばなしなどをペープサート、紙芝居で

上演することができます。

環境保全 （地域の安全）（歴史・文化）

NPO法人 川の自然と文化研究所

代表者 吉田 利男

連絡者 美馬 純一

住所 穂高有明3647-31

電話 090-5561-4868

FAX

E-mail mima@eac-net.co.jp

ホームページ http://www.srncf.org

自然豊かで人々が集う水辺を次世代につなげていこう。

活動目的 河川の自然と文化に関わる関連分野を調査・研究
し、これらを地域に還元し、豊かで潤いのある風
土の保全・創出に向けた展望・指針を示す広場の
役割を果たす。

活動概要 • 「川の自然と文化」講演会の開催
• 「川の自然と文化」談話会の開催
• 「川の自然と文化」研究集録の発刊
• 川に関わる自然観察会の開催、支援（講師派

遣等）
• 川･水に係わる昔の写真、自然環境及び伝統行

事･⺠俗資料の収集整理
• 市街地の湧水及び湧水路の保全と利用について

のプロジェクト研究

得意な
こと

潤いのある環境の保全と創出を目指し、河川の自
然と文化に関わる調査研究、環境教育、環境保全
活動、講演会等を行っています。

環境保全 （地域づくり）（歴史・文化）
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NPO法人 楽々安曇野

代表者 丸山 博文

連絡者 丸山 邦男

住所 豊科高家6495-46

電話 090-2620-1068

FAX

E-mail

ホームページ

新しい発想で東山一帯の自然環境・文化歴史を守りましょう！

活動目的 当会は社会奉仕者として光城山、東山一帯の自然、
歴史、文化の保全、調査を行うとともに広く、市
⺠や観光客に紹介し、自然文化の継承、観光振興
に寄与し地域の発展に貢献する。

活動概要 • 登山道路整備、補修。（月１回）休憩小屋の補
修、清掃。（週１回）トイレ掃除。（毎日）

• 東山の自然保護活動。在来種植物の調査保護。
外来種植物の駆除作業（月１回）

• 動植物、文化、歴史の調査啓発活動（随時）

• トレッキング登山等活動による健康増強活動
（月２回）

• 会員親睦マレットゴルフ等の活動

得意な
こと

安曇野東山の自然、歴史文化の保全とともに、広
く市⺠や観光客に紹介して観光振興と文化継承に
寄与する活動をしております。

環境保全 （歴史・文化）（スポーツ振興）

拾ケ堰景観形成プロジェクト

代表者 等々力 秀和

連絡者 野本 和代

住所 豊科6000 安曇野市観光交流促進課内

電話 0263-71-2053

FAX

E-mail kankokoryu@city.azumino.nagano.jp

ホームページ

安曇野のビューポイント拾ケ堰じてんしゃひろばをみんなで守ろう！

活動目的 拾ケ堰じてんしゃひろばの景観整備

活動概要 • シバザクラまたはマツバギクの植栽（例年４月）

• 除草作業や落ち葉の清掃作業（３〜５月・10・
11月は第２・４日曜日朝8:00 〜9:00、
６〜９月は第２・４日曜日朝6:00〜7:00）

得意な
こと

拾ケ堰じてんしゃひろばに毎年春にシバザクラを
植え、３〜11月に月２回除草などを行い、安曇野
のビューポイントを守っています。

環境保全 （観光振興）
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安曇野市不用食器リサイクル実行委員会

代表者 桜井 洋子

連絡者 内川 勝治

住所 明科中川手1762

電話 090-4369-5643

FAX

E-mail munakata@sweet.ocn.ne.jp

ホームページ

不用食器要らない人から要る人へ＝ごみの削減

活動目的 不用食器の再利用と再使用を推進し循環型社会の
構築を目的とする。

活動概要 • 家庭で使用しなくなった食器を資源として再利
用する活動。

• スタッフ募集と回収のお知らせを「広報あづみ
の」で紹介

• 当日の食器回収は実行委員会が責任をもち、資
金面（輸送、再生処分）は行政が担うという役
割分担で行っている。（リサイクル部分）

• ３R(リデュース・リユース・リサイクル)で現
実に循環型社会の構築をめざしている。

• 大勢の方から喜ばれる「もったいない市」に力
を入れている。

環境保全 （地域づくり）

山里のくらし塾

代表者 小田 真后

連絡者 小田 真后

住所 明科東川手4480-1

電話 0263-62-2232

FAX 0263-62-2232

E-mail

ホームページ

活動目的 中山間地に関する諸問題の学習、実習

活動概要 • 座学（講座） 鳥獣被害対策、松枯れ対策、災
害対策等に関すること

• 実習 松林の地掻き（地面の掃除）
・・・松林の保全、松茸の復活のため

環境保全 （地域づくり）（地域の安全）（食育・農業）
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安曇野調理師会

代表者 田島 修二

連絡者 勝野 こずえ

住所 豊科4960-1 ⻑野県安曇野庁舎内

電話 0263-72-5942

FAX 0263-72-2659

E-mail

ホームページ

豊かな自然が育んだ食材を五感で味わい、美しく健康に！食の和！

活動目的 調理技術の研鑽と食品衛生の知識習得に努め、調
理師の資質向上を図り、食育活動を推進し、地域
住⺠の健康で豊かな食生活に貢献することを目的
とする。

活動概要 • 調理技術研修会・食品衛生講習会の開催、料理
コンクール参加

• 地消地産の推進…地域食材の料理開発と普及

• 食育、ボランティア活動…味覚の授業、料理講
習講師

• 市・商工会事業(食の提供)への協力

得意な
こと

地元食材を活かしたメニュー開発と普及。「安
心・安全」な食の提供と健康で豊かな食生活を目
指した料理講習の開催。食文化継承。

食育・農業

セニョール＆セニョリータ

代表者 太田 雅之

連絡者 太田 雅之

住所 三郷温3035-11

電話 0263-77-2579

FAX FAX 77-2579

E-mail bokugen2012@kdt.biglobe.ne.jp

ホームページ

活動目的 無農薬・無化学肥料・無除草剤による野菜の栽培
を基にして、そこに集う人から地域に広めていく。

活動概要 • 共に無農薬野菜を栽培すると同時に無農薬野菜
の領布

• 無農薬野菜の広報・栽培の支援

• 子ども達への無農薬野菜の指導（保護者も一緒
にお願いします）

• 一般の人達への無農薬野菜栽培の支援（できる
だけ多くの人にこの栽培法を⾝につけてもらい
たい）

食育・農業
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三田体験農場

代表者 三村 照子

連絡者 臼井 美和子

住所

電話 0263-73-4464

FAX

E-mail

ホームページ

活動目的 農業を通じて地域とのつながりを深め、農業の仲
間づくりをしたい。

活動概要 • 野菜苗つくり

• トマトケチャップ作り

• さつまいも栽培、芋掘り

• 収穫祭

• 野菜の乾燥（芋干し）

食育・農業

おしゃべりcafé

代表者

連絡者

住所

電話

FAX

E-mail

ホームページ

豊かな生活を送る為のお手伝い

活動目的 イベントを通して、いろんな世代の人達との交流
が生まれる場をつくる。

活動概要 • 防災クッキング

• 体に優しい虫よけスプレーづくり

• お菓子づくりの料理講習会

得意な
こと

食品添加物の話。体にも環境にもやさしい石鹸の
話。

食育・農業 （環境保全）（子育て）（介護・健康・福祉）
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食の寺子屋 給食部

代表者 﨑元 伸郎

連絡者 﨑元 伸郎

住所 穂高5952-1-5

電話 0263-88-7657

FAX 0263-88-7657

E-mail ikkakuyorozu@gmail.com

ホームページ

健康な地域づくりは健康な食まわりから！一緒に発酵させましょう。

活動目的 食を通じて地域の人々の健康をはじめ社会全体が
より良くなることを願い学び合うことを目的とす
る。

活動概要 • 講演会や上映会及びワークショップ等の定期開
催。

• ホームページ等を作成し食や給食についての情
報発信。

• 畑で作物を育てることを通じて食・農・環境・
経済について考える機会を設ける。

• 試食会や意見交換会を企画し地域と給食セン
ターとの交流の窓口となる。

得意な
こと

食の原体験を通じて子どもの感受性と地域食文化
を育むお手伝いをしております。ワークショップ、
料理教室、映画上映等随時開催中。

食育・農業 （子育て）

NPO法人 子育て支援ぱおぱお

理事⻑ 小口 茂子

連絡者 小口 茂子

住所 三郷明盛1363-1

電話 0263-77-1180

FAX 0263-77-1180

E-mail paopao2006412@cap.ocn.ne.jp

ホームページ http://matsuaz.biz/paopao/

子育て⽀援はお⺟さん⽀援です。お⺟さんが元気なら子供も元気！
活動目的 主に未就園児とその家族がいつでも安心して遊べる、

第二の居間を目指した居場所作り。子ども達が健やか
に成⻑出来る様に、地域の方々と協力しながら地域ぐ
るみで子育てをしていく。

活動概要 ・平日午前10時から午後3時30分までいつでも遊びに来
る事ができて、お⺟さん同⼠の情報交換、友達作り、
お⺟さんがリフレッシュできる場所を提供
・ぱおぱおサロン…伝統行事（ひなまつり、五月の節
句、七夕、お月見、クリスマス、まゆ玉、やしょうま
作り等）
・はっぴーサロン…工作、演奏会、講師を迎えてミニ
講座
・各種サロン（こちょこちょサロン、イキイキ健康
ビューティ体操、リラックスヨガ）

得意な
こと

平屋建て純和風の庭と砂場、裸足で遊べる芝生、夏は
タープで日陰を作り、ぞうさんのすべり台、柵もあり
安心して遊べます。
飲食自由、お昼寝自由。
地域のいろいろな世代との交流。

子育て
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NPO法人 子ども・家庭支援センターＨＵＧ（ハグ）

代表者 降籏 志郎

連絡者 降籏 志郎

住所 穂高牧252

電話 0263-83-2745

FAX 0263-83-4161

E-mail t-furihata@nifty.com

ホームページ http://apvisitation.wixsite.com/home

ひとり親家庭や離婚・別居に伴う子育ての悩み・親子面会交流⽀援

活動目的 夫婦が離婚や別居をしても、子どもの健全な生育
環境を守り、養育費や別居親との面会交流などが
守られて、両親の愛情を感じて育てられるよう支
援をすること。

活動概要 • 離婚や別居に伴う無料相談会の開催。
• 相談会の後の個別相談やメール・電話での継続

相談の実施。
• 面会交流支援の調整や受け渡し、付き添いサー

ビスの実施。
• スタッフのスキルアップを目指し、事例につい

ての研修会や勉強会の実施。
• 「親子断絶防止議員連盟」の政府関係者を招い

ての研修会も検討中。

得意な
こと

別居・離婚を決める前に私達の無料相談会に来て
話してみませんか。子育ての悩みや親子の面会交
流の支援もやっています。

子育て

こちょこちょの会

代表者 赤沼 美奈子

連絡者 赤沼 美奈子

住所

電話

FAX

E-mail kaza.3753@gmail.com

ホームページ

たくましい心と身体のあづみのの子どもを育てよう！

活動目的 ⾝近に相談する人がいなかったり、実際に子ども
との関わり方がわからない、不安等子育てに困っ
ているお⺟さん達に、わらべ歌・ふれあい・遊び
を通して、子育て支援する。

活動概要 • 事例検討会で関わり方を学ぶ。

• 親子講座で伝える。

• 資料を作成し、参考にしてもらう。

得意な
こと

わらべうたやふれあい遊びを通じて、子どもが大
人になる道筋を共に学び、具体的に実践している。

子育て
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野外保育 森の子

代表者 江藤 智子

連絡者

住所

電話

FAX

E-mail

ホームページ http://www.ultraman.gr.jp/morinoko/

豊かな森の中で、ゆっくり、じっくり、たっぷりと遊ぼう！

活動目的 野外保育

活動概要 • 活動の拠点は森の中です。

• 園舎を持たない園です。

• 小人数、異年齢でのびのびと遊んでいます。

• 先生と、保護者が協同保育という形で運営して
います。

得意な
こと

野外保育森の子は、特別な園舎はなく一日野外で
過ごしています。子ども達は、毎日五感をフルに
使って自然を感じて遊んでいます。

子育て

全国心臓病の子どもを守る会 ⻑野県支部

代表者 ⻄澤 透

連絡者 小岩井 順子

住所 三郷温4193-6

電話

FAX

E-mail

ホームページ

ひとりじゃないから大丈夫！！一緒に考えよう。明日を信じて。

活動目的 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に活動し
ている。

活動概要 ピアカウンセリングの開催・支部交流会の開催・一
般公開の講演会や勉強会の開催・県内４地区でのイ
ベントの開催

得意な
こと

病気の子ども達・家族のピアサポート
体験談を元に気持ちによりそう事

子育て （教育）（介護・健康・福祉）（学術・芸能）
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ママの働き方応援隊 ⻑野松本校

代表者 塩瀬 春香

連絡者 塩瀬 春香

住所 堀金三田927-12

電話 080-2045-3587

FAX 0263-73-4594

E-mail haruka.shiose@gmail.com

ホームページ mamahata.nagano.（Facebook）

子育てママ集まれ！！

活動目的 子育てママの働く場と、子ども達への命の授業

活動概要 • 子育て中ママの社会参加の場をつくり、“働く場”
の提供

• 赤ちゃんの力で、子どもたちに“自分の価値”の大
きさを伝える。

得意な
こと

子育てママが輝く場を作る。
子どもたちが自分の命のキセキを知る時間の提供。

子育て （地域づくり）（教育）

みっぴー工房

代表者 岡本 洋子

連絡者 岡本 洋子

住所

電話 090-2257-6839

FAX

E-mail

ホームページ

つくってみよう！木のおもちゃと雑貨

活動目的 木のおもちゃづくり体験を通して、木に親しんで
もらう。また、木のことを知ってもらう。つくる
楽しさを体験してもらう。

活動概要 • 月２回、豊科ささえあいセンターにじにて、“つ
くってみよう！木のおもちゃ”教室を開催。

• 依頼者の要望に応じた出張木のおもちゃづくり
教室

• 安曇野さんぽ市、安曇野スタイルなどイベント
に出展

得意な
こと

材料費、作成時間など依頼者の希望に応じたおも
ちゃや雑貨のキットを作ります。当日はそのキッ
トを用いてつくってもらいます。

子育て （環境保全）（教育）（学術・芸能）
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あづみ野太鼓保存会

代表者 丸山 由美

連絡者 丸山 由美

住所 豊科4709

電話 0263-72-2278

FAX 0263-72-2278

E-mail andosyachu-toshiko@ezwe.ne.jp

ホームページ

豊科から和太鼓で女性パワーを発信します

活動目的 太鼓の文化を発信し、お年寄りや小中学生との交
流を図る。また、地域のイベントに参加し、活性
化の一助を担う。

活動概要 • 豊科北小、豊科北中で太鼓指導

• 老人介護施設への慰問演奏

• あづみ野祭り、ドリンクフェスタ等、地域のイ
ベントでの演奏

• 安曇野市太鼓連盟でのイベント参加

得意な
こと

年間十数回の老人介護施設への慰問演奏
小・中学校での太鼓指導
地域イベントでの演奏披露

教育 （歴史・文化）

囲碁普及ボランティアグループ

代表者 峯岸 芳夫

連絡者 峯岸 芳夫

住所 三郷明盛1500-13

電話 0263-77-5437

FAX 0263-77-5437

E-mail hakkai@par.odn.ne.jp

ホームページ

囲碁を通じて世代・男女・国境を越えて楽しもう。GOGO囲碁‼

活動目的 子どもへの囲碁普及と市⺠との交流

活動概要 • 毎週土曜日、豊科・法蔵寺にて教室実施。

• 囲碁を通じて、人格形成と世代間交流。

• 指導陣が15人で充実している。

• 一般の方への門⼾を開いている。

得意な
こと

囲碁は3000年の歴史を持つ世界的頭脳ゲーム。そ
の楽しさと興味深さを通じて世代・男女・国境の
枠を超えた交流を目指します。

教育 （歴史・文化）
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イルカヒーリングクラブ安曇野＆松本

代表者 伊藤 ひろみ

連絡者 山口 明子

住所 松本市芳野7-11-301

電話 090-3440-2684

FAX

E-mail iruka_healingclub@yahoo.co.jp

ホームページ http://iruka333.blog.fc2.com

ふるさと安曇野を目配り気配り思いやりあふれる癒しの街に！
活動目的 安曇野市⺠が赤ちゃんから高齢世代まで、みんなが健

康で心豊かに仕事や子育てができ、ライフワークを楽
しみ、生き甲斐のある生活が送れるようにヒーリング
(気功整体)を通して、心と⾝体の健康に貢献します。

活動概要 • 「心と⾝体の健康ヒーリング講座」（セミナー＆
ワークショップ）を市内の公⺠館活動で月２回開
催。人間の心と⾝体のことを深く学び、併せて
気・心を整え健康を維持できる「人間学」を学び
ます。講師は安曇野在住でヒーリング歴３０年、
延べ３万人以上を癒されている吉井先生です。

• 松本はなんなん広場、安曇野は明科地域の各文化
祭に参加、発表

• 「心と⾝体の健康」をテーマにヒーリング講座の
出前致します。家に帰って簡単に実践できる健康
知識のワンポイントやツボ等教えます。

• 参加型セミナーですので気軽にどなたでもご参加
できます。

得意な
こと

自分達の健康は自らの手で。癒しを学ぶ事で、家族の
肩こり腰痛等、色んな症状に対応でき、ひいては安曇
野市全体の健康に貢献します。

介護・健康・福祉 （子育て）（教育）（スポーツ振興）

NACボランティア友の会

代表者 花村 淑子

連絡者 奥田 佳孝

住所

電話 0263-81-5868

FAX

E-mail okchan-y@azm.janis.or.jp

ホームページ

活動目的 地域の活性化、施設慰問を主に会員の親睦を図る。

活動概要 • 老人ホーム、デイサービス施設へボランティア
活動

• ピアノ伴奏による混声合唱。
• 紙芝居、朗読など施設への慰問活動
• バザー
• コンサート
• 料理教室（代表者の所有するセミナーハウス

を拠点に外部活動）

介護・健康・福祉
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大人のたまり場

代表者 片桐 なをみ

連絡者 片桐 なをみ

住所 三郷温6759-2

電話 0263-77-5382

FAX 0263-77-5382

E-mail

ホームページ

だんだんおっくうになるけど、ずく出して笑顔で集まろう

活動目的 高齢期の仲間づくりと健康維持

活動概要 • 健康維持の為の知識・知恵などの情報交換

• 認知症予防のゲームや問題に皆で挑戦

• お茶を飲みながらの交流・年数回の外食等の活
動

得意な
こと

健康や認知症予防に有効と思われる情報や知恵を
共有し楽しみながら挑戦していく。

介護・健康・福祉

楽布の会

代表者 滝澤 隆子

連絡者 滝澤 隆子

住所 豊科高家1137-174

電話 0263-72-3422

FAX 0263-72-3783

E-mail

ホームページ

一針一針心をこめて布のよさを楽しみ、又、自分たちも楽しんでいます。

活動目的 自分のため、人のために役に立つ物を布で作って
楽しみたい。

活動概要 • 場所：ささえあいセンターにじ 第二会議室

• 地区社協に協力

• こども病院に協力古布等で小物作り

得意な
こと

私達は壁掛け、人形、袋物等、自分たちで考え、
教え合って布で小物作りをしています。また、子
ども病院、社協から要望された物を作ってお届け
しています。

介護・健康・福祉
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地域で共に生きようフェスティバル実行委員会

代表者 大和 輝男

連絡者 NPO法人 あづみ野

住所 豊科1826-13

電話 0263-88-3955

FAX 0263-88-3955

E-mail Azumino-
company@abeam.ocn.ne.jp

ホームページ

障がいのある人もない人も共に安心して地域で暮らすために・・・

活動目的 精神疾患・精神障害に関する正しい知識と理解に
ついて普及啓発を促進するため、地域住⺠との交
流の機会を創出する。

活動概要 • 安曇野市の福祉サービス提供事業所や相談支援
センター、さらに、医療機関や専門職事務所、
行政等が実行委員会を結成し、『地域で共に生
きようフェスティバル』を隔年で開催している。

• 精神疾患や障害についての正しい知識を普及啓
発し、肯定的なイメージの形成を目的として、
地域住⺠の交流の場『フェスティバル』を設け
るとともに、当事者が実行委員会や『フェス
ティバル』へ参加することにより、多様性の理
解や社会参加の促進を目指している。

得意な
こと

精神障がい者が安心して地域で生活してゆくため
に、一般市⺠の方への理解をしていただくための
イベントの開催。

介護・健康・福祉

シルバーカフェ安曇野

代表者 清水 百合子

連絡者 清水 百合子

住所 三郷明盛4593-1

電話 0263-77-7007

FAX 0263-77-7007

E-mail smz-hyk@beige.plala.or.jp

ホームページ

いつまでも健康で生き生き寝たきり予防！気軽に集える憩いの場♡

活動目的 健康寿命をできるだけ伸ばし、生き生きとした生
活を送る一助となるため常設サロンの運営

活動概要 • 常設サロン健康体操（ストレッチ）や各種イベ
ントを実施。（手芸、初心者マージャン教室、
初心者スマホ&パソコンＱ&Ａ、手話歌、童謡
唱歌、みんなで歌おう！フォーク&ポピュラー、
健康教室、美容講座、絵手紙、大人の塗り絵、
など）

得意な
こと

常設のサロンで、健康体操（ストレッチ）の他、
初心者麻雀教室、おやつ作り、手芸、童謡唱歌な
ど毎月いろんなイベントを実施。

介護・健康・福祉
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NPO法人 からだ堂

代表者 吉原 宣親

連絡者 吉原 宣親

住所 豊科5946-1

電話 0263-72-5535

FAX 0263-72-5594

E-mail karada-do@ai.wakwak.com

ホームページ http://karada-do.sakura.ne.jp/

心豊かな時間を大切に・・・いつまでも安曇野で安心した暮らしを
活動目的 4つ“輪”で思いやりを広げます。

地域の皆様の心豊かな時間を大切に、住み慣れた安曇野
で安心して尊厳のある暮らしが出来る事を願って活動し
ています。自宅で暮らす皆様が笑顔の多い日々を過ごせ
るように、訪問介護・介護予防・外出支援などの分野か
ら在宅の生活サポートを致します。

活動概要 • 訪問介護 〜いつまでも自宅で安心した暮らしを〜
ホームヘルパーが自宅へお伺いし⾝体介護・生活援助
を行います。

• 介護予防 〜いつまでも健康で元気な暮らしを〜
地域の皆様が“気軽に楽しく集える場”を創設する事で笑
顔・会話を増やし介護予防に繋げていく。
通常の健康体操やレクリエーションに加え、曜日毎分
けたプログラムを実施（麻雀・物作り・カラオケ・踊
り・フロアバレエなど）

• 有償ボランティア 〜日常生活の困り事のお手伝い〜
日常生活の中のちょっとした困り事のお手伝いを行い
ます。

• 外出支援 〜心豊かな時間を大切に、人生を楽しむ〜
人とのつながりを大切にお出掛けの不安を解消し外出
のお手伝いをします。年2回ペースで日帰り旅行を提供

得意な
こと

参加して頂いた皆さまに元気に笑顔になって頂く事！
皆さまの特技を引き出して先生になって頂く事！

介護・健康・福祉

NPO法人 アルウィズ

代表者 村岡 裕

連絡者 小澤 悠維

住所 三郷温3399-3

電話 0263-77-9290

FAX 0263-77-9299

E-mail alwith01@gmail.com

ホームページ http://www.alwith.com/

つながることはおもしろい！！みんなでつくろう安曇野の「わ」！

活動目的 誰もが住み慣れた地域で助け合いながら、安心し
て充実した生活ができるよう、必要な事業を行い、
地域福祉と福祉サービスの質の向上に寄与するこ
と。

活動概要 • 小規模デイサービス（認知症対応型）の運営
• オレンジカフェ（認知症カフェ）の運営
• 健康づくり教室の開催
• 地域で認知症啓発活動（認知症サポーター養成

講座、子ども向け紙芝居など
• 地域活動への参加

得意な
こと

私たちは認知症課題に取り組んで10年以上の実績
があります。介護保険事業だけでなく、地域での
NPO活動にも取り組んでいます！

介護・健康・福祉 （地域づくり）
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NPO法人 ほたか野の花

代表者 樋端 佑樹(精神科医)

連絡者 今井 奈津美

住所 穂高4313-1

電話 0263-31-6438

FAX 0263-31-6438

E-mail nono87official@gmail.com

ホームページ http://activeodd.boy.jp/nono87/

野の花銘菓ごまかしはあとひく美味しさ！
活動目的 障がい（主に精神・知的・発達障がい）とともに

生きる人たちが、地域で暮らしていけるように皆
で支え、だれもが安心して暮らせるまちづくりを
めざします。

活動概要 • 就労支援（はたらく場と仕事の提供及び就労援
助）

• 居場所支援（障がいのある方・不登校やひきこ
もりの方の居場所援助）

• グループホーム運営（障がいのある方の住所提
供と生活支援）

• 相談支援（障がいのある方ご本人・家族の方の
相談支援。福祉や医療に未だ繋がっていないご
本人や家族の方も、月一回をめやすに開くふ
らっとCaféに是非お越しください。）

得意な
こと

仕事は焼き菓子をメインとし、織物、⿊⾖栽培な
ど。手厚いスタッフのもと障がいのある方が楽し
く成⻑できる支援の場。

介護・健康・福祉

NPO法人 Ｇｌａｎｄ・Ｒｉｃｈｅ（グランド・リッシュ）

代表者 望月 美輪

連絡者 望月 美輪

住所 明科中川手3921

電話 0263-87-7912

FAX 050-3737-5363

E-mail toiawase@gland-riche.com

ホームページ http://gland-riche.com

たのしい、おもしろい、うれしい、肯定的な感情を集めたい。

活動目的 人間だれもが、一度は、生きていて良かった、生
まれて良かった、と思える人生が得られるような
活動を地域全体で行っています。

活動概要 • 障がいのある方（子ども〜大人）の生きやすい
生活を考え、環境をととのえます。

• 地元の農業や自然を大切にした活動を行います。
• 上記活動のために必要な仲間づくりや啓発活動

を積極的に行います。
• 絵の教室 「クラー」
• ⻑野県下水道公社お祭りボランティア他、地域

活性化事業等へのボランティア

得意な
こと

人、地元産業、農業、企業、福祉事業者等と必要
かつお互いにメリットのあるつながりを持ち、活
動を広げています。

介護・健康・福祉 （地域づくり）（地域の安全）（食育・農業）（学術・芸能）
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健康づくり集団 安曇野市歩こう会

代表者 花岡 伸泰

連絡者 花岡 伸泰

住所 豊科南穂高749-3

電話 0263-55-7088

FAX 0263-55-7088

E-mail sx854787@yahoo.co.jp

ホームページ

豊かな老後を迎えるため、健康づくりに一緒に頑張りましょう。

活動目的 会員相互の健康づくりと親睦の向上を図るととも
に、各種の事業を行い、明るくて住みよい町づく
りの発展に寄与するものとする。

活動概要 • ウォーキングの座学的講習会と実地訓練を行う。
• 各地のウォーキング大会や講習会等に参加する。
• 当会独自の計画を立て、近隣の景勝地に於いて

ウォーキング活動を行う。
• ウォーキングコースやその周辺の清掃活動と除

草、除雪活動にも参加する。
• お年寄りや通学児童の安全協力など社会福祉や

情操活動にも積極的に参加する。

得意な
こと

幸福には健康が一番大切です。私たちの団体は歩
くことによって健康⻑寿を獲得できる集団です。
サア仲間となって一緒に歩きましょう。

介護・健康・福祉 (地域づくり)(地域の安全)(環境保全)(歴史・文化)(スポーツ振興)(観光振興)

小さな小さなみんなの居場所 下堀おはなし会

代表者 山田 百合

連絡者 山田 百合

住所 堀金烏川4727-2

電話 0263-72-5690

FAX

E-mail yamada3.y824@eagle.ocn.ne.jp

ホームページ

子どもからお年寄りまで世代を超えて元気と笑顔を届けます。

活動目的 子供から高齢者の方まで誰もが参画しひとときの
笑顔の時間を共有することにより、地域の世代を
超えたやさしい笑顔の繋がりができることを目的
とする。

活動概要 • お茶を飲みながらおしゃべり、交流

• 高齢者体力づくり支援師による健康体操、折り
紙、俳句・短歌づくり等

• 時々、落語やコンサート、夏祭りなど近くのイ
ベントへ出かける。

• 見守り、安否確認も行っている。

得意な
こと

小さな団体で地道にコツコツ行っていて、誰もが
参加しやすい。

介護・健康・福祉 （地域づくり）（地域の安全）（子育て）
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新日本婦人の会 穂高支部

代表者

連絡者

住所

電話

FAX

E-mail

ホームページ

あつまっておしゃべり、仕事も、子育ても、老後も仲間とともに

活動目的 核戦争の危険から女性と子どもの生命を守ります。
憲法改悪に反対、軍国主義復活を阻止します。生
活の向上、女性の権利、子どものしあわせのため
力をあわせます。日本の独立と⺠主主義・女性の
解放をかちとります。世界の女性と手をつなぎ、
永遠の平和をうちたてます。

活動概要 • 戦争法反対でスタンディング70回以上街頭訴え
• 平和行進、毎年沖縄から北海道から原水爆禁止

大会の広島にむけて歩いて旗をつなぎ行進する。
安曇野は7月初め頃で松本に届ける。

• 子育て以外でも介護の学
• 認知症予防の検査(市の出前講座)
• 里歩き、バランスボール
• 相続と遺言書の学習
• 食物を自然の材料で作る

得意な
こと

知りたいこと、なんでも、学んでおしゃべり。い
のちと子どもを守ろうと草の根から行動。趣味も
健康もみんなで小組活動で実現。

介護・健康・福祉 (地域づくり)(食育・農業)(子育て)(教育)(学術・芸能)(人権・国際)

「安曇族」研究会

代表者 米倉 忠平

連絡者 宗像 章

住所 豊科5710

電話 0263-73-3743

FAX

E-mail munakata@sweet.ocn.ne.jp

ホームページ

活動目的 安曇族と歴史の勉強会

活動概要 • 歴史研究会

• 講師による講演会

• 史跡の見学と調査

• 関係都市、市⺠との交流

歴史・文化 （地域づくり）
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安曇誕生の系譜を探る会

代表者 丸山 祐之

連絡者 川﨑 克之

住所 明科中川手1177-3

電話 090-5779-5058

FAX 0263-75-0327

E-mail foolybow@gmail.com

ホームページ http://azuminorekishi.sakura.ne.jp/

あづみのの歴史を学ぶことを通じて、現在と未来を考えます。

歴史・文化

活動目的 安曇野の歴史をアマチュアならではの視点で総合
的に研究し、安曇誕生のルーツを探る。

活動概要 • 一般の方も参加できる「安曇野歴史サロン」を
毎月開催。

• 会員各自の調査・研究の発表機会を設ける。
• 勉強会及び研修旅行の実施。
• 年２回の会報発行。
• 史跡・文化財の保護。

得意な
こと

毎回異なったテーマと講師で毎月開催している
「安曇野歴史サロン」は、会員だけでなく一般の
方の参加も歓迎しています。

安曇野の自然と文化を考える会

代表者 宮下 克彦

連絡者 等々力 博

住所 穂高7128-5

電話 0263-82-3683

FAX 0263-82-3683

E-mail

ホームページ

豊かな自然と文化の薫り高いあづみ野を目指して！

歴史・文化 （環境保全）（食育・農業）（学術・芸能）

活動目的 会員の学習と地域につなげる文化活動

活動概要 • 新時代に適した活力ある組織づくりと平和であ
ること。

• 会の組織の充実と目標管理

• 一人一人の個性の尊重と育成

得意な
こと

文化活動や作品発表会などを通した会員相互の研
修・交流・親睦。
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岩原の自然と文化を守り育てる会

代表者 百瀬 新治

連絡者 南 健児

住所 堀金烏川

電話 090-3803-2833

FAX

E-mail

ホームページ

気づいて探そう地域の「タカラ」、眠れるタカラを後世に・・・

歴史・文化 （地域づくり）（環境保全）

活動目的 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く。

活動概要 • 国営公園とともに、地区内の魅力や見どころを
ガイドブックとして作成し、販売している。

• 岩原城への遊歩道整備や旧安楽寺の石垣保全等
の活動を継続している。

• オオルリシジミとクララの保護に向け、日本自
然保護協会や研究者と連携して活動している。

得意な
こと

会員50余名の多様性を尊重し、それぞれの職業や
得意分野のノウハウを活用し、誰でも「できる範
囲で気楽に」参加できる地域活動

エンジョイライフ安曇野クラブ

代表者 鶴見 弘

連絡者 鶴見 弘

住所 堀金三田2634-10

電話 0263-72-7668

FAX 0263-72-7668

E-mail mini625@janis.or.jp

ホームページ

堀金の歴史や文化を調査し、多くの皆様へ伝え、同時に楽しんでいます。

歴史・文化 （地域の安全）（環境保全）

活動目的 堀金地域の文化財を後世に受け渡すかけ橋の役割
が出来たらと思います。

活動概要 • 安曇野やまびこ自転車道の危険個所の調査

• 堀金中央公園北側の樹木の剪定

• 堀金小学校所蔵の美術品の調査

得意な
こと

平成29年は堀金中学校の美術品を、平成30年は堀
金小学校の美術品を調査し、今年は堀金の⺠話と
伝説を紙芝居にする活動をしています。
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下鳥羽の古文書を読む会

代表者 ⻄沢 洋明

連絡者 ⻄沢 洋明

住所 豊科1130

電話 0263-73-2598

FAX

E-mail youmei@kuc.biglobe.ne.jp

ホームページ

埋もれた歴史を発掘し、地域をもっと知ろう！そして愛着を！

歴史・文化 （教育）

活動目的 地域に関係する古文書等を解読勉強し、写真類を
含め歴史文化について冊子として記録に残す。

活動概要 • 月１〜２回の古文書解読勉強会を行う。

• 解読した文書内容の現地、現物確認。

• 忘れ去られた、又は忘れ去られただろう記憶や
事実を記録に残すため冊子を発行する。

得意な
こと

古文書の解読により歴史を発掘することと、現本
写真と解読、解説をわかりやすくまとめ、解読勉
強本として冊子にすること。

代表者 千国 温

連絡者 三澤 晴男

住所 三郷明盛4903-5

電話 0263-77-3175

FAX 0263-77-3175

E-mail misawa.330@crux.ocn.ne.jp

ホームページ

三郷のことについて、もっと調べよう！

歴史・文化 （教育）

活動目的 三郷の自然と歴史を研究し、郷土の文化の向上に
資することを目的とする。

活動概要 • 春季・秋季の年２回の講演会
• 古文書･村誌を読む･古城探訪･郷土料理など８

グループに分かれ活動
• グループ毎に活動した１年間の内容を発表し、

聞く会
• グループ毎に活動の様子を三郷文化産業展で発

表
• 三郷小中学校の地域学習に支援･協力

得意な
こと

古文書を読んだり、堰や古道を歩いたりして調べ
たり、郷土料理を作ったり、古城を調べたり、三
郷の歴史を学んだりしています。

三郷郷土研究会
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ゆめりんの会

代表者 高橋 渡

連絡者 高橋 渡

住所 豊科光1556-2

電話 0263-73-3736

FAX 0263-73-3736

E-mail m.t.k.246@docomo.ne.jp

ホームページ

凜として夢を届ける紙芝居、昔むかしの信濃の⺠話。呼んでください。

歴史・文化 （環境保全）

活動目的 文化振興…地域の⺠話を掘り起こし、研究により
伝統を伝え、交流を図る。

活動概要 • 紙芝居上演

• 地球温暖化防止推進活動

• 手芸講習、作品の展示（材料費は実費がかかり
ます）

得意な
こと

信州の主に松本、安曇野の伝説と⺠話を掘り起こ
して紙芝居を作り、上演している。⺠話の現地へ
行き制作している。無料で出張します。

あづみのアクターズアカデミア

代表者 河崎 義祐

連絡者 岡村 哲男

住所 三郷明盛2352−10

電話 0263-77-4610

FAX 0263-77-4610

E-mail

ホームページ

あづみ野の美しい自然に囲まれて、より豊かな感情を育てよう！

活動目的 地域の人材を発掘し、魅力ある表現者を育む。映
像・公演等をとおして地域の人々との交流を推進
する。

活動概要 • あづみ野シネマフェスタ開催

• 安曇野市子供映画教室講師

• 朗読、語り部の部門の公演

• 各種講演会

得意な
こと

俳優、語り部の養成や、映画の企画・制作および
上映が主な活動です。一人一人の中に眠っている
「もう一人の自分」に目覚めてください。

学術・芸能

40



全日本写真連盟安曇野支部

代表者 堀金 敏男

連絡者 川﨑 克之

住所 明科中川手1177-3

電話 090-5779-5058

FAX 0263-75-0327

E-mail foolybow@gmail.com

ホームページ http://photo-nagano.jp/

写真愛好家の全国組織で、⻑野県内には8つの⽀部が活動しています。

活動目的 会員相互の親睦と写真技術の向上を通じて安曇野
の魅力を発信していく。

活動概要 • 毎月第２水曜日に例会を開催。一人３点の作品
を持ち寄って批評・アドバイスを行う。例会後、
懇親会。

• 年３回の支部撮影会を実施。

• 年１回の支部写真展を開催。

• 関東本部・⻑野県本部が主催する撮影会・勉強
会・」コンクールに参加。

得意な
こと

写真を通じて信州・安曇野の魅力を再発見して広
く伝えていきます。

学術・芸能

安曇野文化塾「アリーナ」

代表者 安藤 登志子

連絡者 安藤 登志子

住所 豊科4008-13

電話 0263-73-2669

FAX 0263-73-2669

E-mail andosyachu-toshiko@ezwe.ne.jp

ホームページ

お筝を伴奏に歌いましょう！お筝にふれてみては？

活動目的 安曇野で邦楽を通して、人対人の交流を図ること
が目的。

活動概要 • 安曇野市内全体に伝統文化継承のため活動・施
設への訪問演奏

得意な
こと

出前（出張）演奏の依頼があると、依頼先の高齢
者施設、病院院内学級、未満児施設どこにでも楽
器を携えて演奏したり体験講座を開催する。

学術・芸能 （地域づくり）（教育）
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三匹のこぶた

代表者 耳塚 知美

連絡者 耳塚 知美

住所 穂高有明1734-1

電話 090-4956-5586

FAX 0263-83-7119

E-mail

ホームページ

脳とこころに癒しのひびき

活動目的 イングリッシュハンドベルの演奏を通じて多くの
人と交流をはかり、心⾝共に豊かな時間をすごし
てもらう。

活動概要 • デイサービスや児童センター等での演奏

• 脳トレにもなるベル演奏体験会

得意な
こと

イングリッシュハンドベルの演奏を主とし、生涯
学習として脳トレや、癒しの空間を楽しむことが
できる。

学術・芸能

早春賦愛唱会

代表者 ⻄山 紀子

連絡者 ⻄山 紀子

住所 穂高5052-3

電話 0263-82-7290

FAX 0263-82-7290

E-mail

ホームページ

早春賦・鐘の鳴る丘を歌い想い、盛り上げましょう！！早春賦音楽祭！！

活動目的 早春賦に関わる活動を続けることにより、安曇野
の地域文化の向上に寄与したい。

活動概要 • 早春賦合唱団の活動

• 早春賦少年少女合唱団の活動

• 早春賦音楽祭の企画運営

得意な
こと

“早春賦”、鐘の鳴る丘主題歌“とんがり帽子”を、い
つでも歌える。童謡唱歌、合唱曲、フォークソン
グ等々多岐にわたる曲に楽しく取り組む。

学術・芸能 （地域づくり）（教育）
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とよしな女声合唱団

代表者 草間 昭子

連絡者 草間 昭子

住所 豊科2593

電話 0263-73-1160

FAX 0263-73-1160

E-mail

ホームページ

集まれば笑顔が生まれる。歌が始まる。大きな声を出して今日も元気。

活動目的 合唱を通して歌唱表現力の向上・研鑽に努め、そ
の成果を発表する。
合唱を通して仲間づくりを大事にする。
健康⻑寿を目指す。

活動概要 • 月２回 第１、第３水曜日 9:30〜11:30 老人福祉
センターで練習している。

• ５月５日の童謡祭りに協力・参加している。

• 豊科地域コーラスグループ交流発表会に毎年参
加している。

• 会費 月1,500円

• 行政等の要請に協力、参加していきたい。

得意な
こと

先生の発声指導がすばらしい。脳トレに昔懐かし
い曲や新しい曲にも挑戦している。体ほぐしに毎
回信濃の国体操や、市歌の健康体操をしている。

学術・芸能 （介護・健康・福祉）

あづみ野音声パソコン教室「にこにこ」

代表者 古田 綾夫

連絡者 古田 綾夫

住所 穂高4223

電話 0263-82-4393

FAX

E-mail

ホームページ

活動目的 視覚障がいのある方でも扱える音声パソコンの基
本操作の習得、生活向上のための情報交換、生活
支援用具の紹介など、交流と活動の場とする。

活動概要 • 月2回、それぞれ3時間程度の学習会を実施

• 自由にパソコンなどを操作する時間も作り、学
習効果をあげている。

情報化社会
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あづみの文字情報サポートネット

代表者 上林 玲子

連絡者 上林 玲子

E-mail azumi.moji@gmail.com
Twitter

Facebook @azuminomoji

コミュニケーションのユニバーサルデザインで活気ある安曇野に！

活動目的 多言語字幕で情報アクセシビリティの向上をめざ
す。

活動概要 • イベントへの字幕付与

• 多言語コミュニケーションアプリの普及

• 聞こえのサポート

得意な
こと

聞こえない方や日本語を⺟語としない方とのコ
ミュニケーション支援

情報化社会 （教育）

NPO法人 グループＨＩＹＯＫＯ 安曇野支部

代表者 白澤 美由紀

連絡者 今泉 一

住所 豊科5234-24

電話 0263-72-2652

FAX 0263-72-2652

E-mail hajime.i@triton.ocn.ne.jp

ホームページ https://ghiyoko.net/

ICTを活用して、地域活性化・まちづくりに貢献します。

活動目的 インターネットの活用はじめICTを活用して地域課
題解決や地域活性化を目指しています。

活動概要 • パソコン講座の企画・運営

• ホームページ作成・作成支援

• iPadセミナーの企画・開催

• デイジー図書体験

• 子ども向けプログラミング体験

得意な
こと

パソコン活用をお手伝いできます。パソコン講座
の講師担当、ホームページ、チラシ、広報・気管
支などの作成、作成支援できます。

情報化社会 （教育）
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安曇野ドリンクフェスタ実行委員会

代表者 宮澤 豊作

連絡者 宮澤 豊作

住所 豊科4492-33

電話 0263-72-2223

FAX 0263-72-0126

E-mail

ホームページ

安曇野の“水”再発見！県内外or世界中から観光客を誘致しよう。

活動目的 全国の中でも水環境に恵まれた当地域の資源であ
る“水”を原料として商品化された飲料製品を市⺠
や観光客に味わい、飲んで楽しんでもらう企画で
す。

活動概要 • 清酒、地ビール、ワイン等の試飲、販売
• ソフトドリンク（ジュース、ヨーグルト、水、

お茶等）の試飲、販売
• アルプス氷を使用した氷水のサービス
• キッチンカーによる販売
• 各地域、団体によるイベント発表会（ダンス、

太鼓、 ブラスバンド）
• バラ祭りとの相乗効果

得意な
こと

安曇野の地下水を使ったさまざまな飲料、食品の
魅力を紹介するイベントを実施し、多くの市⺠や
観光客に情報発信したいと思います。

観光振興

安曇野で暮らすように泊まる実行委員会

代表者 衛藤 悦郎

連絡者 岡本 亘

住所 穂高5047

電話 0263-82-5820

FAX

E-mail

ホームページ

暮らすように泊まるをコンセプトとした観光振興
活動目的 穂高温泉郷エリア及びその周辺の活性化を図るた

め、「安曇野で暮らすように泊まる」ことをコン
セプトとし、事業を行う。

活動概要 • 安曇野神竹灯開催時の「ユニット神竹灯」によ
るコンサートのプロデュース

• 地域間交流

• シェアサイクルの導入と利用促進（コンテンツ
の企画）

• 絶景ツアー（泊まらなければ体験できない安曇
野の魅力紹介）

• らくらくタクシー（チケット制タクシー）の導
入

得意な
こと

観光を主眼にした安曇野に暮らすように泊まるを
キーワードとしたコンテンツ作りによる地域振興

観光振興 （食育・農業）（学術・芸能）
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安曇野スタイルネットワーク

代表者 増井 裕壽

連絡者 増井 裕壽

住所 穂高北穂高2293-1

電話 090-5562-1009

FAX

E-mail azumino.style2018@gmail.com

ホームページ http://azumino-style.com

活動目的 安曇野の魅力を全国に発信する。

活動概要 • 安曇野スタイルの活動・コンセプトを知っても
らう。

• 安曇野スタイルガイドブックを製作し配布する。

得意な
こと

観光振興 （学術・芸能）

NPO法人 ユニバーサルツーリズムながの

代表者 妹尾 洋人

連絡者 妹尾 洋人

住所 穂高4339-1 シェアスペースまる吉２Ｆ

電話 0263-75-3055

FAX 050-3457-5007

E-mail support@ut-nagano.com

ホームページ http://www.ut-nagano.com

誰もが暮らしやすい街、共生社会を目指そう！

活動目的 ユニバーサルツーリズム事業で、誰もが楽しめる
旅行を目指すと共に、共生社会を地域から創って
いく。

活動概要 • 地域トラベルサポーター募集 誰もが楽しめる
旅行を提供するため、スキルと知識を習得する
研修を行い、依頼があれば旅行にて支援を行う。

• 障がい者、高齢者などの外出支援 障がい者や
高齢者の方など、その方のニーズに合った外出
支援を行う。

• オレンジカフェ花水木（認知症カフェ）誰もが
気兼ねなく外出する事ができる場を提供し、相
談なども行う。

得意な
こと

ユニバーサルツーリズム事業で、高齢や障害の有
無に関わらず、誰もが楽しめる旅行を提供してい
ます。また、外出支援も行っています。

観光振興 （地域づくり）（介護・健康・福祉）

46



安曇野市男女共同参画推進会議・あかしな支部

代表者 望月 静美（任期により変更あり）

連絡者 望月 静美

住所 明科中川手4265

電話 0263-62-4192

FAX 0263-62-4192

E-mail

ホームページ

一人一人が輝き、大きな輪になろう！！

活動目的 地域の老若男女が、個人として尊重され、明るく
生き生きと生活するためのネットワークづくりの
推進

活動概要 • 安曇野市男女共同参画推進会議主催のフォーラ
ムや講座等に参画、協力する（県や国も含む）

• 公⺠館、信州安曇野薪能、明科いいまちつくろ
うかい!!などの他組織とのコラボや実行委員と
して連携活動する。

• 各会員それぞれが所属する団体組織の活動をす
る。

得意な
こと

会員各々が、所属する団体組織や地域リーダーと
して活躍しており、得意分野は様々である。

人権・国際 （地域づくり）

あづみの国際化ネットワーク（AIN）

代表者 丸山 美枝

連絡者 丸山 美枝

住所 穂高5198

電話 090-1869-9547

FAX 0263-82-2931

E-mail azuminokokusaikanet@yahoo.co.jp

ホームページ https://azuminokokusaikanet.wixsit
e.com/ain-hp

「世界にやさしい安曇野へ！」

活動目的 外国人のセーフティーネットとして、外国人住⺠
の居場所づくりと地域参加を支援しています。多
様性を地域の活力に変え“世界にやさしい安曇野”
を目指します。

活動概要 • 生活者のための日本語支援
• 外国にルーツをもつ子どもたちの日本語支援

（市内学校）
• 多文化共生に必要な各種学習会、人材育成
• 国際理解・交流イベント
• 農業体験（栽培〜収穫〜販売）
• 生活相談及び情報提供

得意な
こと

多文化共生推進に関わる各種事業・外国人生活相
談・地域国際貢献活動の企画実践・地域住⺠との
国際交流事業・日本語支援 など

その他（多文化共生） （教育）（人権・国際）
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喜多澤ぽち商会

代表者 喜多澤 ぽち

連絡者 北澤 千穂

住所 穂高有明3647-34

電話 090-3519-5191

FAX

E-mail pochik55kokohore111@yahoo.co.jp

ホームページ http://azumino-hoshigakitai.net

もったいないを解決して安曇野を元気に！

活動目的 安曇野を心も生活も繁盛させる事

活動概要 • 「豚の丸焼き」イベントを通して、安曇野の野
菜を食べながら、農家と非農家、安曇野市⺠と
市外・県外者の交流を図る。

• 放置されている渋柿を、体験したい人達ととっ
て干し柿にし、お礼は干し柿で。柿の木オー
ナーも体験者も喜び、鳥獣被害も軽減される。

得意な
こと

もったいないものを解決することにより地域貢献
し、安曇野の繁盛に繋げます。干し柿隊員等募集
中！

その他（地域交流） （地域づくり）（環境保全）（食育・農業）

ほほえみの会

代表者 平田 米子

連絡者 平田 米子

住所 豊科南穂高442-15

電話 0263-72-4271

FAX 0263-72-4271

E-mail

ホームページ

家庭料理の「コツ」 ちょっとしたひと手間ひと工夫！

活動目的 家庭料理のコツを学ぶ

活動概要 • ⾝近な材料又、季節の食材でひと手間、ひと工
夫の家庭料理

• 会員の相互の交流

得意な
こと

⾝近な食材を使って早速挑戦してみようという気
持ちになるメニューの工夫と今日も来てよかった
と思えるよう交流にも工夫しています。

その他（身近な食材で家庭料理） （食育・農業）

48



安曇野市社会福祉協議会ボランティアセンター 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市内ボランティアセンター 一覧 

 

 

 

 

 

 

 

 住 所 電 話 FAX 

本  所 豊科 4160-1 0263-72-1871 0263-72-9130 

豊科支所 豊科 4027-3 0263-73-7143 0263-73-7147 

穂高支所 穂高 5808-1 0263-82-2940 0263-82-9621 

三郷支所 三郷明盛 2198-1 0263-77-8080 0263-77-8081 

堀金支所 堀金烏川 2132-6 0263-73-5288 0263-73-5775 

明科支所 明科東川手 606-2 0263-62-2429 0263-62-5025 

ささえあいセンターにじ 豊科 4030-4 0263-72-3013 0263-72-5422 

安曇野市社会福祉協議会ボランティアセンターでは、ボランティアを

してみたい方やボランティアを必要とする方の相談を受け、活動へとつ

なげて行きます。住民主体の地域づくりに向けて、様々なボランティア

活動や住民活動を支援しています。 

ボランティアセンターでは、次のような支援をしています 

ボランティアなど様々な活動の相談の窓口 

 ボランティアをしてみたい方、ボランティアを必要とする方、活動に関することなど、お気軽 
にご相談ください。 

各種情報の発信 

 ボランティア募集や講座の開催・地域の活動団体の紹介など、ホームページや情報誌などに掲 
載しています。 

ボランティア（お互い様の活動）講座の開催 

 住民主体の地域づくりに向けて、地域の課題に取り組む人材発掘・育成の講座や課題別のボラ 
ンティア講座などを開催します。 

福祉学習の支援 

 学校や企業などで、福祉・ボランティア体験を行うための活動事例の提供やプログラムの企
画、講師の派遣、機材の貸出等の支援を行なっています。 

ボランティア・支援活動のネットワークづくり 

 人と人、活動と活動をつなぎます。活動の拠点となる部屋の貸出をしています。また、グルー 
プ同士の情報交換や共通の課題に取り組む様々な団体のネットワークづくりを行っています。 

ボランティア保険の受付 

 ボランティア活動中の万が一の事故に備えて、全国社会福祉協議会の各種ボランティア保険の 
加入を受け付けています。 

 

市内ボランティアセンター 一覧    
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編集・発行 

世代を超えて地域と共に歩む会 

安曇野市市民活動サポートセンター 

安曇野市 市民生活部 地域づくり課 

〒399-8281 長野県安曇野市豊科 6000 番地 

電話  0263-71-2000（代表） 

FAX  0263-72-3176 

 

本冊子は安曇野市市民協働事業提案制度に基づき、協働事業により制作しました。 

https://1.bp.blogspot.com/-KLdd3z1xfnk/Uab3imcZAAI/AAAAAAAAUOM/4p-XzEeYRQo/s800/family_big.png

