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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内） 発行
この度、市民活動サポートセンター

これを機に、これまで以上に情報発

では Facebook（フェイスブック）ペ

信に力を入れていきます！該当 SNS

ージを開設しました。イベント情報や

をお持ちの皆さんも、そうでない皆さ

市民活動お役立ち情報などの市民活

んも、ご自身の活動の様子や情報をど

Ｓ
Ｎ
Ｓ

動サポートセンターホームページの
更新情報のほか、取材の様子やイベン
トの様子を発信していく予定です。
さらに、Instagram（インスタグラ
ム）でイベント情報を発信するアカウ
ントが開設されました。これは市民活
動サポーター有志が運用するもので、

しどしお寄せください！市民活動サポ
ートセンターを、情報発信の場として
お役立ていただけると幸いです。
― ＊ ― ＊ ― ＊ ― ＊ ― ＊ ― ＊ ― ＊ ―

【用語解説】
SNS(ソーシャルネットワークサービス)
他人との繋がりを維持・促進する機能を
提供する会員制のオンラインサービス
アカウント
サービスを利用するための権利を取得し
たもので、利用者を識別する標識

市民活動サポートセンター登録団体
の主催するイベント情報はもちろん、
市内で開催される様々なイベント情

Facebook

報を随時発信しています。

実名登録で利用する世界最大規模の SNS

Instagram
画像の共有・発信に特化した SNS

該当 SNS のアカウントをお持ちの
方はぜひフォローしていただき、情報
収集にご活用ください。↗

Facebook

Instagram

フォロー
自分のタイムライン（ホーム）にフォロ
ーした相手の投稿が自動的に表示される
ようになる。

インターネットで
「https://www.facebook.co
m/azumino.sc」と検索

Instagram で

※利用登録をしていなくても閲覧
することができます。

※利用登録をしないと投稿を閲覧
することができません。

「Azumino_event」と検索

QR コードを読み込むとそれぞれのページに
移動します。

新規登録団体紹介
安曇野おとのわ
代表：田村 燈佐子

メール：otonowa0108@gmail.com

クラシック音楽を聴くこと・演奏することを通じ
て安曇野の新たな音楽との出会いや関わり方を拡
げることを目的に活動を始めました。毎年ピアニス
ト寺元嘉宏さんとアマチュアの方々との演奏会を
企画し、今年は 10 月 25 日に開催を予定してお
ります。現在出演者を募集中です。詳しくはホーム
ページをご覧ください。
http://otonowa0108.wixsite.com/music
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Eisbar Platz（アイスベア
代表：大島

和美

プラッツ）

電話：090-7636-7740

自然農で安心・安全な作物作りを学び、大人も子
どもも畑の土に触れ、健康について学ぶきっかけ
づくりとすることを目的とし、今年４月から活動
を始めました。自然農を実践されている方を講師
に招き、畑づくりから収穫、種取りまで学び、個々
の家庭ではなかなか体験できないことにみんなで
楽しみながら取り組んでいます。 (↓Facebook)
https://www.facebook.com/groups/1141451192872440

市民活動サポートセンター通信

情報コーナー
2020“世界にやさしい安曇野へ”
日本語 de スピーチ大会

＊新型コロナウイルスの感染状況により変更となる場合が
あります。詳細は主催者へお問い合わせください。

案内人倶楽部 とーくカフェ 2020

※要申込

安曇野に暮らす外国籍住民から、生活してみての印象や気
持ちを日本語でスピーチしていただきます。
◆日 時 ８月２日(日) 13:30～15:30
※今年は収録のみで観客は募集しません。
◆放 送 ８月 12 日(水)からあづみ野 FM の以下の番組
でスピーチの様子を放送する予定です。
番組名『中柴香苗の水色の時間』
放送時間 11:00～12:00
毎週水曜日「まちづくり多士済々」コーナー
◆問い合わせ あづみの国際化ネットワーク(AIN)
丸山さん 電話:090-1869-9547

◆日

時

8 月 6 日(木) 13:30～15:30

◆場

所

穂高駅前通り「案内人倶楽部」

長野県地域福祉総合コーディネーター研修 ※要申込

あづみ野発みらい行き子育て～大人への道筋～※要申込

協働し、支え合う地域社会の実現のために、ネットワーク

幼少年齢の子育ての大切さや、情緒体験が人の育ちに影響す
ることなど、赤ちゃんが大人になる道筋と発達課題について
のお話です。「生きる力」を付けるヒントを学びます。

構築や多様な主体との協働の調整、新しい地域の仕組みづ
くり等に取り組む地域福祉コーディネーターの重要性が
高まっています。コーディネーターの役割や機能について
共通理解を図る総合研修です。
◆開催日

８月７日(金)～令和 3 年２月 25 日(木)

◆受講料

各講座で受講料が異なります。

◆申込期限

８月３日(月)

◆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 電話:026-226-1882
ホームページ

※各講座内容・申込方法等の詳細は H P をご覧ください。

令和 2 年 7 月豪雨被災地域の子どもを支援する
活動緊急助成
◆助成対象 被害の大きい特定地域(長野県含む 6 県)の
非営利法人、非営利の活動を行う団体
◆助成内容 被災地域の子ども達のさまざまな生活・学
習上の困難の解決に取り組む事業費
※すでに始めている活動・終了した活動も
応募可、ボランティア等の人件費(宿泊費、
交通費含む)も助成対象
◆助成期間 令和２年７月 4 日～令和３年１月８日
◆助成金額 上限 50 万円(複数事業申請可、併用可)
◆募集期間 申請書の提出があり次第、随時審査を実施
◆運営団体 公益財団法人 ベネッセこども基金

◆テーマ

「古文書はおもしろい」(講師:渡辺 晃 さん)

◆定

約 10 人

員

◆参加費

500 円(コーヒー代・資料代)

◆問い合わせ 安曇野案内人倶楽部

宗像さん

電話:73-3743(開催の 1 週間前までに申込)
◆その他

他にも月曜あるく路、体験カフェなどを開催
詳しくはホームぺージをご覧ください。

[http://azumino-sanpo.info/azumino-guide-club/]

◆日 時
◆場 所
◆対 象
◆定 員
◆講 師
◆参加費
◆持ち物

８月 22 日(土) 9:30～11:00(受付 9:15～)
安曇野市役所 大会議室
県内在住で子育てや心の発達に関心のある方
40 人
角田春高 氏(育て直し・育て直りアドバイザー)
500 円(必要な方は別途テキスト代 1,500 円)
レジャーシートなど敷物
新型コロナウイルス感染予防にご協力ください。

◆問い合わせ こちょこちょの会 赤沼さん
電話:090-4153-9168(ショートメール可)

編集担当のつぶやき
今年の梅雨は昨年と違って梅雨らしい日が多い気がし
ます。私の家は犀川のすぐ隣でちょっとした堤防と隣り
合わせの場所にあるため、大雨になると浸水被害が起き
ないか心配になります。
川は梅雨や台風の時期には牙をむくことがある一方、
恩恵もたくさんあります。夏には涼しい川風が吹き、エ
アコンが無くても過ごせるほどで、夜には川の流れる音
に癒されながら眠りにつくことができます。冬の寒い
朝、川から霧が立ち込める様子は幻想的です。
いざという時の避難準備や心構えをしつつ、豊かな自
然の恩恵を大切にしたいと感じる今日この頃です。

◇◆◇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ますので、お気軽に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。
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

〒399-8281 安曇野市豊科６０００番地
開庁時間 午前８時 30 分～午後５時 15 分
安曇野市役所本庁舎２階 地域づくり課窓口
休 業 日 毎週土・日曜日、祝日
電話 0263-71-2013
FAX 0263-72-3176
年末年始 12 月 29 日～１月３日
メール kururin@city.azumino.nagano.jp
ホームページ https://www.city.azumino.nagano.jp/site/azumino-skc/
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