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来年度に向けて考えてみませんか？

～企画に込めた思い～

協働のまちづくりフォーラム

・昨年度セミナー受講者アンケートで、今後学びたい
内容として、
「活動の仲間づくり・活動の始め方・課
題設定や企画のポイント」が上位に挙がりました。ま

✧日 時 ３月６日(土) 13:30～16:30
✧会 場 市役所本庁舎４階大会議室
or ご自宅など(Zoom を使用)
✧内 容 【基調講演】
まちも私も元気になろう！
～「参加の力」が創る共生社会～
講師 早瀬昇さん(大阪ボランティア協会理事長)

た、最も参加人数が多かったのが資金調達の回でし
た。このことから今年のセミナーに盛り込みました。
特に「仲間を集め活動をすすめるコツ」はフォーラム
とセットで参加すると効果が高まります！
・フォーラムをオンライン配信することや、地域活動
でのオンライン活用の必要性が高まっていることか
ら、初心者向けの講座を企画しました。

市民活動・地域活動が生み出す社会や活動者自身へのプラス効果

活動に共感し、関わる人を広げるための発想法・視点

【事例発表】
✧申 込

つながりひろがる地域づくり事業実施団体
電話または申し込みサイトから
～企画に込めた思い～

・昨年、早瀬先生のお話を聞く機会がありました。市民活
動・地域活動に関わる人が増えるほど、社会にも、活動者
自身にもプラスになる、だから市民が主役のまちづくりが
大切なんだ、ということがとても腑に落ちました。ぜひ地
域で活動する皆さんに一度聞いていただきたいです。活動
に対する前向きな気持ちが今以上に湧いてくるはずです。
・周りを巻き込むコツは地域活動に限らず、様々な場面で
参考になる内容だと思います。ぜひ！ご参加ください！

市民活動スキルアップセミナー
２月 21 日(日)
9:30～11:30

前向きに取り組める企画や事業
計画を立てよう

２月 27 日(土)
10:00～11:00

初めてのオンライン会議
＆セミナー（Zoom 編）

３月 12 日(金)
18:30～20:30

仲間を集め活動をすすめるコツ

３月 28 日(日)
9:30～12:00

目標実現のための活動資金を
Get しよう

✧会 場

市役所本庁舎大会議室

✧参加費

✧申 込

電話または申し込みサイトから

無料

さらに詳しい内容を知りたい方はホームページをご覧ください。
「安曇野市＋イベント名」で検索 🔍

市民活動サポートセンター通信
＊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。

情報コーナー

ソーシャルビジネスセミナー

安曇野歴史サロン 2 月例会
安曇平の戦国時代

持続可能な暮らしを支える信州のコミュニティビジネス

武田氏滅亡から天正壬午の乱へ

武田氏滅亡後の信州では、近隣の戦国大名たちによる争いが激し

◆日

時

２月 26 日(金) 13:30～15:30

さを増していました。安曇平では深志城に入った小笠原貞慶が勢

◆方

法

オンライン（Zoom 使用）

力を伸ばしていきます。再び混迷を極める信州で、安曇平の領主

◆内

容

先輩起業家の体験談発表・クロストーク等

たちはいかにして生き残りを図ったのでしょうか…。

◆対象者

◆日 時
◆場 所
◆講 師
◆参加費
◆申 込
◆問い合わせ

２月 20 日(土) 14:00～15:30
明科公民館 講堂
逸見 大悟さん（安曇野市文化課職員）
500 円（資料代）
不要（入場多数の場合はお断りする場合あり）
安曇誕生の系譜を探る会 川﨑さん

NPO 法人など社会的企業や地域貢献につながる事
業を営む方、ソーシャルビジネス分野での創業をお
考えの方、地域貢献につながる事業をステップアッ
プさせたい方

◆定

員

50 人（先着順）

◆申

込

２月 22 日(月)までに申込サイトから

◆問い合わせ 日本政策金融金庫 長野支店

☎ 090-5779-5058

☎ 026-233-2141

With コロナ 草の根応援助成

生活学校※助成

◆助成対象

地域福祉活動を行うボランティア団体・NPO 等

近所のお年寄りや子どもたちの見守り、ごみの回収や資源リ

◆助成内容

with コロナの社会における草の根の地域福

サイクル活動など、身近な地域や暮らしの問題に取り組むグ

祉活動を活性化するための活動。

ループの皆さま、生活学校に参加してみませんか。ご参加い

・これまでの活動あり方見直しと、持続可能な検討

ただいた地域活動団体には、活動経費の助成を行います。

・新たな活動を展開するための組織運営の見直し

※身近な地域や暮らしの課題について実践活動の中で解決

・新たな活動のためツール・資材等の整備

し、生活や地域のあり方を変える活動に取り組むグループ

・その他 with コロナの社会活動を活性化する事業

◆助成内容

※普段の助成に比べ手続きを簡素化し、できるだけ多く

②全国運動への参加 上限５万円

の団体に活用していただきたいと考えています。
◆助成期間

令和 3 年 2 月～9 月

◆助成金額

上限 10 万円 ◆募集期間

（現テーマ「食を通じた子どもの居場所づくり」）

◆実施期間
◆募集期間

2 月 25 日(木)

📧 kusanone@c.akaihane.or.jp

☎ 03-6240-0778

地域福祉を支援する「わかば基金」

第４回コロナ緊急食料支援子ども応援プロジェクト

活動拠点を設け、活発な福祉活動を進めるボラン
ティアグループやＮＰＯ法人（高齢者や障害のあ
る人の日常生活や文化活動を支援している/福祉
情報の提供やネットワークづくりをしている等）

◆助成内容

支援金部門、災害復興支援部門(上限 100 万円)

リサイクルパソコン部門(ノートパソコン)
◆助成期間 令和 3 年 7 月～令和 4 年 3 月
◆募集期間 ３月 30 日(火)まで
◆問い合わせ ＮＨＫ厚生文化事業団「わかば基金」係
☎ 03-3476-5955

令和 3 年度
３月 31 日(水)まで

◆問い合わせ (公財)あしたの日本を創る協会 生活学校募集係

◆問い合わせ (福)中央共同募金会 基金事業部

◆助成対象

①生活学校への参加 ６万円

小学生のいる家庭で家計が厳しい世帯に食料をお送りす
る応援プロジェクトを実施しています。周囲に食料支援を
希望される家庭がありましたら、本プロジェクトをお知ら
せください。
◆支援対象 食糧支援を希望される小学生のいる家庭
◆支援内容 お米、レトルト食品、お菓子などを詰め合わ
せてお送りします。
◆募集期間 2 月 20 日(土)まで
◆問い合わせ 認定 NPO 法人フードバンク信州
☎ 026-219-3215

＊ ＊ ＊ 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/

