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【市民活動フェスタ開催に込めた思い】 

もっと大勢の皆さんに市民活動をアピールして、興味を持ってもらう機会

を作りたい！お祭りみたいに楽しいイベントにしたい！ということで今年2

月に初めて開催しようとした市民活動フェスタ。開催一週間前に県内で新型

コロナの感染者が出たということで中止になりました。 

今回はそのリベンジという意味も込め、市民活動サポーターの皆さんとと

もに企画を練り、より多くの市民活動団体の皆さんに協力していただいてい

ます。感染症拡大防止対策を取りながら、市民活動をPR する機会として盛り

上げていきたいです！ 

※新型コロナウイルス感染症の感染拡大防

止対策を講じた上で開催しています。来場

の際はマスクの着用にご協力ください。 

詳しい内容はお問い合 

わせいただくか、市民活 

動サポートセンターホー 

ムページをご覧ください。 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

安曇野市内で活躍している市民活動団体などの取り組みや活動に込めた思いを広く発信する「あづみの市民

活動フェスタ」が 11 日、安曇野市役所本庁舎１階の東側ロビーで始まりました。40 にも上る市民活動団体が

活動パネルを紹介するとともに、各団体や市民活動サポーター等による多彩な体験ブースが日替わりで出展し

ます。市民活動団体同士の交流をさらに深め、協働のまちづくりを進める機会とするため、多くの方のご来場

をお待ちしています！ 

 期間・場所                                        

①11 月 11 日（水）～22 日（日）/ 安曇野市役所本庁舎 

②11 月 29 日（日）～12 月 13 日（日）/ 穂高交流学習センター「みらい」 

 主な内容                                      

① 市民活動団体等の紹介パネル展示 

環境保全や歴史・文化の研究、地域活性化など、様々 

な分野で活動に取り組んでいる市民活動団体等が、日々 

の活動をパネルで紹介します（右の写真）。 
 

②体験ブース・相談コーナー 

温かみあふれる木のおもちゃ・雑貨や市特産の天蚕を 

使ったコサージュの制作体験、コロナ渦で注目を集めた 

オンライン会議の体験会などが日替わりで出展します。 

また、市民活動サポートセンターの職員や地域おこし 

協力隊員が、市民活動や地域活動の相談にのります。 

※体験ブースは事前受付制です。 
 

③来場者参加型企画「ウィッシュツリー」 

「今、イチバンやってみたいことは何ですか？」。来場者の皆さんに「思い」や「願い」を木の葉型の付箋に

書いていただき貼っていただきます。最終日に「思いの木」を完成させましょう。 
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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 

 
 

やまびこフォーラム 2020in 諏訪 

ウィズコロナ時代の地域をひらく 要申込 

 多文化共生ボランティア「安曇野・日本語
交流員」スキルアップ講座  要申込 

◆日 時 11 月 21 日(土)  

11:00～ 初めてでも安心！ZOOM 講座 

13:30～ 基調講演「これからの居場所育て-未来の地域

活動のために-」 講師 名畑 恵 氏 

14:25～ リレートーク 各支部からの活動紹介 

14:55～ パネルディスカッション「ウィズコロナ時代

の地域づくりを考える」 

◆方 法 オンライン（Zoom 使用）※会場参加も可 

◆申 込 11 月 16 日(月)までに申込フォーム、FAX、

または郵送で。 

◆問い合わせ 諏訪地域振興局企画振興課 0266-57-2901 

(主催:地域づくりネットワーク長野県協議会) 

 外国人住民が言葉や生活に慣れるお手伝いをし、豊かな考

え方をお互いに伝えながら「外国人にも日本人にも暮らし

やすい社会」を目指し活動するボランティアです。 

◆日 時 12 月 6 日(日) 9:10～11:30、12 月 13 日

(日)・12 月 20 日(日)14:00～16:30 

◆場 所 市役所本庁舎４階 大会議室 

◆対 象 日本語交流員養成講座修了者・日本語ボラン

ティア・外国人支援者・多文化共生活動に関

心があり、市内で活動できる方 

◆申 込 11 月 14 日(土)までにメール又は FAX で 

◆問い合わせ 安曇野国際化ネットワーク 丸山さん 

090-1869-9547    

2020 ろうきん 安心社会づくり助成金  
みんなが参加したくなる 場づくりのコツ 

ファシリテーション入門 要申込 

◆助成対象 県内を拠点とした公益的活動を行う団体 

※長野県みらいベースへの団体登録が必要 

◆助成内容 ①生活・福祉の向上に役立つ活動 

      ②地域づくりにつながる活動 

      ③勤労者・高齢者が参加する活動 

      ④その他、本制度の目的に沿うと判断され

る使途 

◆助成期間 2021 年 1 月～2022 年 1 月 31 日まで 

◆助成金額 上限 30 万円 

◆募集期間 11 月 30 日(月) 

◆問い合わせ 長野県みらい基金 50-5535 

 
活動に欠かすことのできない会議や打ち合わせ。with コロ

ナ時代、ますます大切な意識共有の場となります。活動や

メンバーがイキイキとする場づくりって？最近増えてい

るオンラインミーティングのコツもお伝えします！ 

◆日 時 11 月 23 日(月・祝) 13:00～16:30 

◆講 師 加留部貴行 氏 (NPO 法人日本ファシリテー 

ション協会フェロー) 

◆方 法 オンライン（Zoom 使用） 

◆費 用 1,000円 

◆問い合わせ 茅野市市民活動センター『ゆいわーく茅野』  

     0266-75-0633 
   

屋敷林見学会＆落ち葉拾いボランティア 要申込   編集担当のつぶやき 
 

屋敷林とは屋敷の周囲に意図的に植えられた樹木群で

す。安曇野の屋敷林の保全は、歴史的景観や安曇野のシ

ンボルと市民のプライドの警鐘でもあります。屋敷林所

有者のご苦労を体験できる貴重な機会です。 

◆日 時 11 月 23 日(月・祝) 9:30～正午 

◆場 所 重要文化財曽根原家住宅（集合場所は穂高支所） 

◆服 装 作業のできる服装、軍手 

◆申 込 11 月 20 日までに電話、FAX または郵送で 

◆問い合わせ 屋敷林と歴史的まちなみプロジェクト事務局 

     （市観光交流促進課）71-2053 

 
10 年間勤めた民間企業を退職し、10 月から市役所職

員として働き始めました。今後、センターの運営に深く

関わっていきたいと思います。よろしくお願いします。 

大学時代、地域で活躍する人や魅力的な場所を取材・

発信する団体に加わっていました。地域への愛着が深ま

り、市民活動団体に参加する大切さを感じました。 

11 日に始まったフェスタでは、私自身、安曇野市内で

活動している多種多様な団体を知る絶好のチャンスだと

考えています。この頃は急に寒くなってきましたので、

暖かい服装でぜひ会場にお越しください。 

＊ ＊ ＊ 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。 

＊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。 

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/ 


