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今年度は市民活動フェスタへの出展等をきっかけに、新規のサポートセンター登録団体が増えました。そん

な新しい仲間たちを一挙に紹介します！気になる団体がありましたら市民活動サポートセンターへご連絡くだ

さい！  
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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 

サポートセンター新規登録団体を一挙紹介！！ 
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お知らせ版 

チーム安曇野  代表：柿本 聡 
 

大好きなこの安曇野で、一人では実施が難しいイベント

や活動をお互い補完しあいながら、夢を、希望を実現し

ていくことを目的とした団体です。 

あづみの樹楽会  代表：渡辺 晃 

さとぷろ。のメンバーとして市民が憩える里山づくりを

目指して活動しています。その中でも薪づくりを通して、

樹楽会会員と市民が交流し、継続的に資源利用できる仕

組みを作りたいと考えています。 

JSCプロモーション  代表：伊藤 照彦 

地域社会のコミュニケーションを図ることを目的に、歌

唱教室、イベント等を実施しています。地域の発展に貢

献するために、紹介・アピール曲を制作して、国内外に

発信しています。 

生活協同組合コープながの 代表理事組合長：太田栄一 

事業と活動を通してＳＤＧｓの実現を目指しています。

安曇野市の各種団体の皆さんや施設等の協力により、 

森・畑・川・田んぼにおいて、家族向けの食育や環境 

の活動を開催しています。 

三郷昆虫クラブ  代表：那須野 雅好 

1990 年に発足したサークルです。継続的な自然観察の

機会の提供と、安曇野市の豊かな自然を、体験を通して

伝えることにより、「絶滅危惧種」とも言われる昆虫少年

を育むことを目標に活動しています。 

アルプス花街道実行委員会  代表：等々力 秀和 

住民の創意工夫による美しい景観により、安曇野を訪れ

る人々を歓迎するとともに、活動を通じ絆や生きがいづ

くり等、地域コミュニティの形成に寄与することを目的

に、マリーゴールド等の植栽や管理を行っています。 

ひらく～あづみのの不登校を考える親の会～ 代表：片桐 政勝 

いきしぶり、学校になじめない、いじめ、登校拒否、選

択的不登校、引きこもり… そんな悩みや日常のことを

共有する親の会です。仲間と話をすることで元気になり、

「つながり」を広げていくことを目的としています。 
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あづみ野断酒会  代表：土屋 毅 

毎週水曜日に豊科保健センターで例会を開催し、酒害体

験を語り合う事で断酒を継続しアルコール依存症からの

回復を目指しています。医院や保健福祉事業所と連携し

た依存症者の受け入れや全国飲酒運転根絶キャンペーン

の実施、市内高校での啓発活動等も行っています。 

潮沢ロマンの会  代表：寳 喜吉 

潮沢の歴史、文化等を伝えたい！！ 

明科公民館、明科高校、明北小学校、潮沢区、社協など

様々な組織や団体と連携して講座やイベントを開催し、

歴史や文化を継承・発信しています。 

松本友の会 安曇野地区  代表：酒井 文子 

家庭生活の充実向上を目指し、会員同士励まし合いなが

ら実践し、地域の方にその内容を発信しています。2020

年度は「環境に優しい生活を目指して」をテーマとし、

月一回、豊科公民館で活動を行っています。 
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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 

 
 

長野県「地域発 元気づくり支援金」  『あづみ農村体験』学習旅行向けページへの掲載募集 

地域住民が主体的に取り組む、地域の元気を生み出すモ

デル的で発展性のある事業に対し支援金を交付します。 

◆助成対象 公共的団体等(地域づくり団体、NPO、自治会等) 

◆助成期間 令和３年度 

◆補 助 率 ソフト事業…3/4以内、ハード事業…2/3

以内（補助額下限 30万円）※重点テーマ

に該当する場合、補助率が異なります。 

◆申  込 2月１日(月)までに地域づくり課へ必要書類

を２部提出してください。 

◆問い合わせ 松本地域振興局 ☎ 40-1902 

 修学旅行等の学習旅行で安曇野を訪れる学校に、市内で体

験できるメニューの情報提供を行うため、Webページ『あ

づみ農村体験』に学習旅行向けページが開設されます。本

ページに掲載する体験メニューを募集しています。  

◆募集期間 随時 ※１月中に申請すると２月に予定している

旅行会社等への営業に間に合います。 

◆申込方法 申込書に必要事項を記入して提出 

◆運  営 市農業再生協議会（事務局農政課）☎71-2430 

『あづみ農村体験』で検索 

◆問い合わせ 市民活動サポートセンター又は農業再生協議会へ 
   

明科自然探索講座～蝶ヶ岳からの山小屋だより～  認定＆長野県指定 NPO法人オンラインセミナー 

「蝶ヶ岳からの眺望を見ずして槍・穂高を語ることなか

れ」と言われる人気の山・蝶ヶ岳の四季の魅力と最近の

山小屋事情、登山事情を解説します。 

◆日 時 １月26日(火) 10:00～正午 

◆場 所 明科公民館 講堂 

◆講 師 中村 梢さん（蝶ヶ岳ヒュッテ代表取締役） 

◆問い合わせ 明科公民館 ☎62-4605 

◆主 催 明科いいまちつくろうかい！！ 

 ◆日 時 ２月５日(金) 13:30～15:30 

◆方 法 オンライン（Web会議システムWebExを使用） 

◆内 容 ・基礎からわかる認定＆長野県指定 NPO法人

制度 

     ・認定 NPO法人のいいところと大変なところ 

     ・特例認定 NPO法人の実例紹介 

◆定 員 50人（先着順） 

◆申 込 ２月 1日(月)までにながの電子申請で 

◆問い合わせ 長野県 県民協働課 ☎026-235-7189 
   

あづみのに生きるものたち・環境ネットワーク展  安曇野歴史サロン 1月例会 

サポートセンター登録団体の皆さんも多数出展されています。 

◆日 時 1月 24日(日)までの 9:00～18:00 

◆内 容 ・「安曇野環境フェア」のこれまでの取り組み 

・「あづみのに生きるものたち」を紹介する展示 

・気候変動や生物多様性への影響に関する展示 

・市民の皆さんによる緑のカーテンの取り組み 

◆場 所 市役所本庁舎１階東ロビー 

◆問い合わせ 環境課環境政策係 ☎71-2492 

 ◆日 時 １月 23日(土) 14:00～15:30 

◆場 所 明科公民館 講堂 

◆テーマ 信州の考古学入門 Part3 今につながる安曇

野ができた時代 奈良・平安時代への誘い 

◆講 師 原 明芳さん（安曇野市豊科郷土博物館館長） 

◆参加費 500円（資料代） 

◆申 込 不要（入場多数の場合はお断りする場合あり） 

◆問い合わせ 安曇誕生の系譜を探る会 川﨑さん 

 電話:090-5779-5058    

パブリックコメント意見募集  編集担当のつぶやき 

計 画 名 一般廃棄物処理 

基本計画(第２期) 

安曇野市都市計画

マスタープラン等 

募集期限 1月 22日(金) 2月５日(金) 

問い合わせ 廃棄物対策課 

☎71-2490 

都市計画課 

☎71-2246 
 

 年末に大町市のスキー場に初滑りに行ってきました。昨

シーズンの雪不足と打って変わって最高のコンディショ

ンでした。ただ、コロナ禍ということで一人で行き、顔

を覆い、一言もしゃべらず、食事もせず、常に他人と２

ｍの距離を保って…。磁石になった気分でした。【藤原】 

＊ ＊ ＊ 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/ 


