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つながりひろがる地域づくり事業補助金 実施事業が決定！
安曇野市では、市民活動団体が地域の課題を解決するために取り組む事業を支援することや、市民活動を広
げることを目的とし、
「つながりひろがる地域づくり事業補助金」を交付しています。
今年度は次の６つの事業への交付が決定しました。今後様々な事業が行われますので、ご注目ください！

安曇野の子どもを育てよう
【こちょこちょの会】
子育ての悩みやストレスの解消を図り、
心身健やかな子どもを育てる安曇野にする。
不登校のお子さんに対する学習支援や
親からの相談に対する支援を行う。

エジソンの母塾

尺八・やってる会

明科天田山神社下の桜を復活させ、
市民の憩いの場所とする。
楽しく里山を利用して活動する。

【尺八・やってる会】
尺八という和の楽器の魅力を
地域の人たちに伝える。

安曇野市内里山整備と明科
天田山神社周辺の桜の植樹
【あづみの樹楽会】

自然農を学び、楽しもう！

食養生を研究し実践し、健康維持、疾病予
防の一助とする。食と健康に関心のある人
同士の交流により、心の養生につなげる。

【学習支援センター実帰舎】

【Eisbar Platz】
食の大切さを学び、地域環境にも、
人体にも負担をかけない自然農を
多くの方が学び、実践するきっかけ
とする。

食養生研究会
【食養生研究会】

☕ 事業実施説明会＆交流会に参加してみませんか ☕
事業を実際に進めていく中での留意事項や手続きについて説明します。また団体同士で情報交換をし、交流
します。これまでは交付決定団体のみで開催していましたが、より広く交流を図るため参加者を公募します。
決定事業に関心がある方、連携してみたい方、つながりひろがる地域づくり事業について知りたい方などな
ど、皆さんのご参加をお待ちしております！
◆ 日 時 6 月 17 日(木)
◆ 内 容

18：30 から 1 時間半程度

◆ 場

所

市役所本庁舎

4階

大会議室

事業推進の留意点等説明（スケジュールや必要な書類の説明）
、団体同士の情報交換・交流

つながりひろがる地域づくり事業補助金の追加募集を行います
市民団体が市民の皆さんを巻き込みながら、まちをより良くするために取り組む事業を応援します。
【助成上限額】 20 万円（対象となる経費の２分の１の金額）
【対象経費例】 講師謝礼、消耗品費、チラシ作成費、施設使用料、ワークショップ材料費、参加者の損害保険料など
【応 募 方 法】 7 月 16 日（金）までに必要書類を地域づくり課窓口にご提出ください。
【応募の相談】 「こんな内容で申請してみたいんだけど、どうかな？」「申請書の書き方を教えてほしい」など、応募に
あたっての相談を受け付けています。ご利用ください！（受付時間 ８:30～17:15）
詳しい内容は問い合わせいただくか、ホームページをご覧ください。 ⇒ ⇒ ⇒
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市民活動サポートセンター通信

情報コーナー

＊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。

安曇野歴史サロン

けやきの森活用検討会
明科旧国鉄篠ノ井線廃線敷にけやきの森という場所があ

謎に包まれた激動の時代について語っていただきます。

ります。廃線敷の休憩ポイントや食、クラフト、癒し体

◆日

時

6 月 26 日(土) 14:00～15:30

験の会場として活用するべく、検討会を開催します。キ

◆場

所

明科公民館

ッチンカーやコンサート、ヨガ体験、クラフト体験など

◆テーマ

天武天皇とその時代 ～そのとき安曇野は～

興味ある方の参加を募集します。

◆講

原 明芳さん（安曇野市豊科郷土博物館館長）

◆日

6 月 19 日(土) 9:00～午前中

◆参加費

◆集合場所

潮神明宮 ※ここから 2.5km ほど歩きます。

◆問い合わせ 安曇誕生の系譜を探る会 川﨑さん

◆問い合わせ

潮沢ロマンの会 横田さん

時

師

講堂

500 円（資料代）
☎090-5779-5058

安曇野の里 軽トラ朝市
～朝市の出会い、安曇野が元気になったらいいな～

一緒に楽しむ+知ってお得

ぱおぱお親子 Time 要申込

◆日

時

7 月 10 日(土) 10:30～11:30

地元農家の皆さんの支援や安曇野の魅力発信を目的に、

◆場

所

ぱおぱおのおうち(三郷明盛 1363-1)

朝市を開催します。

◆内

容

(パネルシアター・人形劇)ひろちゃんのお楽しみ劇場

◆日

時

６月 27 日,7 月 11 日,25(日) 8:00～11:00

◆場

所

安曇野の里 駐車場

◆講

師

山藤宏子さん(松本短期大学幼児保育学科准教授)

安曇野の里軽トラ朝市実行委員会 喜多澤さん

◆定

員

15 人(先着順)

☎090-3519-5191

◆参加費

ひとり 500 円

◆問い合わせ

NPO 法人子育て支援ぱおぱお

◆問い合わせ

NPO 法人設立講座

(講義)「子どもと”一緒に楽しむ”ということ」

ソーシャルビジネス創業支援金

要申込

NPO 法人ってどんな組織？ NPO 法人を立ち上げたい！

◆助成対象

いいところ、大変なことは？そんな疑問にお答えします。
◆日

時

6 月 23 日(水)13:30～15:30

◆助成内容

（個別相談 15:40～16:00、16:10～16:30）
◆方

法

オンライン(Zoom)

◆申

込

６月 20 日(日)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

◆助成金額
◆募集期間
◆問い合わせ

信州子どもカフェ運営支援助成
◆助成対象
◆助成内容
◆助成金額
◆募集期間
◆問い合わせ

地域住民がボランティアで開設する信州子
どもカフェを運営する団体
学習支援、食事提供、相談等複数の機能を
提供し月 1 回以上行う活動に要する経費
最大 11 万円
６月 30 日(水)まで
(社福)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 ☎026-226-1882

☎77-1180

令和３年５月 17 日から令和４年１月 31
日までに NPO 法人等の設立を行う方
地域活性化、過疎地対策、地域交通支援、
買い物弱者支援、子育て支援、環境エネル
ギー関連、社会福祉等の地域の課題解決に
資する社会的事業
上限 200 万円
８月 10 日(火)まで（中間締切は 7 月 9 日）
(公財)県中小企業振興センター☎026-227-5028

あしたのまち・くらしづくり活動賞
◆応募対象

２年以上活動に取り組む地域活動団体

◆応募内容

地域づくり活動全般

◆贈

内閣総理大臣賞 副賞 20 万円、

呈

内閣官房長官賞 副賞 10 万円 他
◆募集期間

７月５日（月）

◆問い合わせ

(公財)

あしたの日本を創る協会

☎03-6240-0778

◇◆◇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、普段の活動に、センター職員や市民活動サポーターが取材に伺います。活動のＰＲにご活用ください。

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