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安曇野市文書館 企画展「五つの心をひとつに」
安曇野市文書館では現在、安曇野市制施行 15 周年記念企画展示「五つの心をひとつに」を開催しています。
この企画展では、合併後の市政の歩みを市民との協働に焦点をあてて紹介しています。インターンシップ（就
業体験）で地域づくり課にいらした 松本大学教育学部３年 林里音さんに取材をしていただきました。

安曇野市制施行 15 周年記念企画展
文書館講座「今昔、協働のまちづくり」

「五つの心をひとつに」
・期
間 12 月 28 日（月）まで
・場
所 安曇野市文書館１階閲覧コーナー
・開館時間 ９:00～17:00（休館日 土曜日、祝日）
※10 月６日～９日は臨時休館

・問い合わせ 安曇野市文書館

電話：71-5123

・開催日
・場 所
・講 師
・申 込

11 月８日（日）13:30～15:00
堀金公民館講堂
文書館館長 平沢 重人 さん
10 月 12 日より、電話・FAX・
メールで受付（定員 30 名）

安曇野市文書館ってこんなところ！
安曇野市堀金にある「安曇野市文書館」は、一昨年 10 月 1 日に開館し、先日ちょうど開館 2 周年を迎えた
新しい施設です。歴史的若しくは文化的価値を有する自治体の公文書や古文書等の貴重な地域資料が保管され
ています。今回の取材では、文書館館長である平沢さんにお話を伺い、館内を案内していただきました。
案内していただいた書庫 1 には、公文書や以前開催されたイベントの企画情報やポスター、地図など４万点
を超える資料が保管されていました。他にも６つの書庫があり、古文書などの地域資料や学校資料、航空写真
など全体でおよそ９万点の資料が保管されています。現在、文書館で保管されている資料はすべてバーコード
で管理されており、館内パソコンで検索、もしくは職員の方にお尋ねすることで閲覧することができます。
また、開架の資料については館内で自由に閲覧できますので、ぜひご利用いただけたらと思います。

取材の様子

企画展を見て感じたこと
今回の企画展では、安曇野市が掲げる「協働のまちづくり」の
視点から、市民との協働や市の発展の根幹として進められてきた
施策や事業について焦点が当てられ、紹介されています。
取材を通して印象に残った点は、合併前に定められた新市の基
本方針として、すでに「協働」という言葉が目標として掲げられ
ていたということです。住民一人ひとりが心をひとつにし、豊か
なまちを形成していこうという方針のもとで安曇野市の歴史が
スタートしたのです。皆で力を合わせ豊かなまちをつくろうとす
る人々の想いと繋がりを感じました。
5 つの町村が合併し誕生した安曇野市は今年で 15 周年を迎え
ました。この機会にぜひ企画展へ足を運んで頂けたらと思います。

市民活動サポートセンター通信

情報コーナー
安曇野の里

＊新型コロナウイルスの感染状況によっては中止または縮小となる場合があります。
詳細はお問い合わせ先へご連絡ください。
＊市民活動サポートセンターホームページでより詳しい情報を掲載しています。

軽トラ朝市

おとのわコンサート

～とにかくお祭りを楽しんでみんなで元気になろう～

◆日

時

要申込

10 月 25 日(日) 13:00 開場
第１部 13:30 開演（約 40 分間）

地元農家の皆さんの支援や安曇野の魅力発信を目的に、

：寺元嘉宏氏によるピアノ名曲コンサート

朝市を開催します。農産物のほか、クラフトショップの

第２部 14:30 開演（約 2 時間）

出展もあります。

：安曇野地域在住者によるコンサート

◆日

時

10 月 17 日(土) 8:00～10:00

◆場

所

ビレッジ安曇野 駐車場

◆場

◆申

込

不要

◆入場料

500 円（小学生 100 円）

◆申

事前にメールで。当日券はありません。

◆問い合わせ 安曇野もったいない隊

※出演者には県外の方も含まれています。

喜多澤さん

電話:090-3519-5191

所
込

豊科近代美術館 多目的ホール

◆問い合わせ おとのわ

田村さん

メール:otonowa0108@gmail.com

まちチャレセミナー

フードバンク信州 子ども応援プロジェクト

要申込

関わるメンバーが楽しく、居心地がよく感じることがで
き、活気ある活動ができる組織を作るための方法を学び
ます。事例をもとに、組織づくりのヒントを得ましょう！

生活困窮家庭等を応援するため、小学生のいる家庭に対し

◆日
◆内

◆期

間

令和２年 10 月末日まで

◆申

込

支援を希望する家庭の方は、申込書に必要事項

時
容

11 月 3 日(火・祝) 13:00～16:00
強くてあたたかい仲間をつくるコツ
～コミュニティ・マネジメントの事例～
◆講 師 呉 哲煥 氏 (NPO 法人 CR ファクトリー代表理事)
◆方 法 オンライン（ZOOM 使用）※会場参加も可
◆申 込 電話、FAX、メール、ながの電子申請のいず
れかで。
◆問い合わせ 塩尻市交流支援課 電話:53-3350

あづみのふるさとさんぽ＆さとやまさんぽ

食料支援を行います。お米、レトルト食品、お菓子などを
詰め合わせてお届けします。

を記入し、FAX 又はメールで。申込書はサポー
トセンター情報コーナーやホームページで手
に入れることができます。
◆問い合わせ 認定 NPO 法人フードバンク信州
電話:026-219-3215 FAX:026-219-3216
メール:entry@foodbank-shinshu.org

インターンシップ生のつぶやき

要申込

『安曇野ふるさと遺産』に認定された４地区で開催します。

こんにちは！松本大学３年の林里音と申します。生まれ

歴史文化を学びながら安曇野の魅力を体感しませんか。

も育ちも安曇野で、20 年間育ててくれたこの場所が大好

11 月１日(日)【三郷野沢】蚕種産業の恵みが彩る屋敷林の集落

きです。

11 月 7 日(土)【堀金岩原】烏川扇状地と西山山麓の里山文化

人と人との繋がりが希薄になっていると指摘される世

11 月 14 日(土)【穂高新屋】天蚕の恵みと新屋の屋敷林

の中ですが、そんな今だからこそ昔から繋がれてきた人々

11 月 29 日(日)【明科潮沢】潮沢の交通遺産と東山集落の暮らし

の想いや繋がりに触れ、故郷である安曇野に想いを寄せる

◆時 間
◆定 員
◆参加費
◆申 込

いずれも 9:00～11:30
各 15 名（先着順）
1,000 円（中学生以下無料）
ホームページの申込フォームを利用するか、
申込書を FAX 又は郵送してください。
◆問い合わせ NPO 法人安曇野ふるさとづくり応援団
電話:81-1325【受付時間 平日９:00～18:00】
ホームページ: http://azumino-furusato.com

ことが大切なのではないでしょうか。
活力のある刷新的なまちづくりを進めていくためには、
外部から先進的な技術を取り入れていくことはもちろん
欠かせません。しかしそれと併せ、郷土への愛着を持ち、
文化と風土を守り育てることで、安曇野をより豊かなまち
へ発展させていくことができるのだと今回の取材で感じ
ることができました。

＊ ＊ ＊ イベント情報をお寄せください ＊ ＊ ＊
・本通信や市民活動サポートセンターホームページで皆さんの活動やイベントを発信します。お気軽にご連絡ください。
・サポートセンター職員や市民活動サポーターが、イベントや活動の取材に伺います。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
安曇野市役所本庁舎２階 地域づくり課窓口
電話 0263-71-2013
FAX 0263-72-3176
メール kururin@city.azumino.nagano.jp

開庁時間 午前８時 30 分～午後５時 15 分
休 業 日 毎週土・日曜日、祝日
年末年始 12 月 29 日～１月３日
ホームページ

https://www.city.azumino.nagano.jp/site/azumino-skc/

