
・満蒙開拓平和記念館（下伊那郡阿智村）が令和４年度
から募集する制度
・７月11日現在、長野県及び29の市町村が加入

自治体パートナー制度の概要

主な会員特典
① 平和学習の資料提供、映像や展示パネルの貸出
② 該当する自治体からの入館者の入館料が無料となる「パートナー自治体デー」の実施

満蒙平和開拓記念館 自治体パートナー制度に加入

加入のねらい

満蒙開拓平和記念館と連携して、平和学習の機会の充実を図る



令和４年７月 20日定例記者会見 配布資料 

「満蒙開拓平和記念館 自治体パートナー制度」加入について 

１ 概要 

・令和４年度から、「満蒙開拓平和記念館」（下伊那郡阿智村）による、自治体向けに

協力会員を募集する「自治体パートナー制度」が始まりました。 

・制度には、長野県及び 29の市町村が加入しています（７月 11日現在）。 

・満蒙開拓平和記念館は、県下を代表する平和学習の拠点施設であり、市内学校の修

学旅行先等としての訪問実績があります。 

・会員特典を活用し、今後の平和推進事業の一層の充実を図るため、「自治体パート

ナー制度」に加入しました（７月 20日付加入）。 

 

２ 自治体パートナー制度について 

（１）協力金  一口 50,000円/年 

（２）会員特典 ・会報「山河」を２カ月毎に送付 

        ・満蒙開拓平和記念館 HPに掲載 

        ・パートナー自治体との共催イベントを企画 

         （平和学習の資料提供、映像やパネルの貸出） 

        ・パートナー自治体デーの実施 

         （設定された期間において、該当する市町村の住民は入館無料） 

 

３ 自治体パートナー制度を活用した取り組みについて 

 自治体パートナー制度について、市内小中学校はじめ、広く市民へ周知を行います。 

 本市が実施する平和事業において、同館との連携を積極的に行います。 

 

広島平和記念式典参加事業について 

１ 概要 

 本事業は、若い世代が、戦争の悲惨さを実際に見学する機会を通じ、平和について

学び、考え、行動するなど、平和に対する意識の高揚を図ることを目的に、平成 24年

度から８回実施されており、延べ 186人の中学生が参加してきました。 

 新型コロナウイルス感染症の拡大により、令和２・３年度は中止としましたが、本

年度は感染対策を徹底した上で、３年振りに実施します。 

 

２ 事業の詳細 

  ・参加者 市内７中学校の代表生徒 ３年生 14人 

       ※コロナ対策として、例年（28人）より参加人数を減らして実施 

  ・日程  ８月５日（金） 原爆ドーム及び平和記念資料館 見学 

         ６日（土） 平和記念式典 参列、 

ひろしま子ども平和の集い 参加 

  ・その他 成果発表の場として、参加生徒による文集を作成し、12 月３日（土） 

に開催する「平和と人権のつどい」にて発表予定 



2022”世界にやさしい安曇野”へ

「日本語 de スピーチ大会」
＆対話会

地域に住む外国人の皆さん16人（予定）が、日ごろ感じた
ことなどを発表するスピーチ大会を開きます。
スピーカーと来場者の対話会も予定しています。
お気軽にご来場ください。

日 時 2022年７月31日（日）

午後1時30分～午後4時00分

場 所 安曇野市役所 ４F 大会議室

内 容 ・市内在住の外国人の方のスピーチ

・対話会
※新型コロナウイルス感染症拡大状況等により、安全かつ円滑に開催すること

が困難と判断した場合は、開催方法を変更（又は中止）する場合があります。

問合せ あづみの国際化ネットワーク

電話：090-1869-9547（代表 丸山）

参加無料
申込不要
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※新型コロナウイルス感染症拡大状況等により、フォーラムを安全かつ円滑に開催する
　ことが困難と判断した場合は、開催方法を変更（又は中止）する場合があります。

講師 : 土橋 桂子 氏
コーチングアカデミー諏訪校校長

「受けとめ力アップ⤴で　
　 一人ひとりを大切に♪」

申込方法

人　　数

託　　児

申込締切

主　　催

配　　信

ながの電子申請サービス・電話・FAX

先着 70名
先着 5名程度
受講、託児ともに
令和４年７月30日（土）
安曇野市共生社会づくりフォーラム実行委員会、
安曇野市

後日、申込者限定で動画配信をします。

広報紙のタイトル募集！
詳しくは裏面をご覧ください▶▶▶

参加＆託児

無料Forum 2022

8/6土

申込2次元コード

広報紙タイトル募集用
2次元コード

共生社会づくり 

安曇野市 政策部 人権共生課
TEL 0263-71-2406     FAX 0263-71-5155
E-mail jinken@city.azumino.nagano.jp

申し込み・問い合わせ先

カミジョウミカ「ヒトと人がつながる時はにぎやかだ」

・尾䑓 ゆみ 氏（安曇野市男女共同参画推進会議）
・中野 武 氏（安曇野赤十字病院院長 安曇野市企業人権教育推進協議会）
・降旗 幸子 氏（安曇野市国際交流協会）
・石田 悠真 氏（hanpo）
・山岸 久美子 氏（安曇野市社会福祉協議会）　

【パネリスト】
　

▶ 13:30～  講 演

様々な団体の代表者を
お呼びしています

「誰一人取り残さない
　  ～誰もが輝ける共生社会へ～」

　▶ 15:00～  シンポジウム

いしだ ゆずま



応募方法

結果発表

注意事項

応募用紙またはながの電子申請サービス※申込と一緒に本用紙からでも応募可能です。
選考結果は採用者のみに連絡。広報紙（令和4年10月発行）にて発表予定。
採用されたタイトルに関する著作権・使用権に関する権利など一切の権利はすべて安曇野市に帰属し、
著作者人格権については行使しないことに同意していただきます。
（タイトル使用に関する使用料等を支払うことはありません。）

応募フォーム

申込先FAX 0263-71-5155

・マスクの着用をお願いします。
・受付での検温、体調確認にご協力ください。
・発熱や体調不良等の症状がある場合は、参加をお控え
 いただきますようお願いします。

氏名（ふりがな）

性別

年代

電話番号

受講方法

 (　　　　　　　　　　  )

 (　　　　　　　　  )

お住まいの市町村名
（大字まで）

お子さんの名前
（ふりがな）

託児ご希望の方

※持ち物など詳細に
ついては後日ご連絡
します。

男　　・　　女　　・　　答えたくない

～20代　・　30代　・　40代　・　50代　・　60代　・　70代～

会場　　・　　後日配信　　・　　両方

生年月日 性別

お子さんに発熱や体調不良などの症状がある場合、託児をご利用いただけません。
あらかじめご了承ください。

▶申し込み必要事項

受講者への
お願い

※新型コロナウイルス感染症拡大の状況により、開催方法の変更（または中止）の
　場合には市ホームページ等でお知らせします。

収集した個人情報は厳正に管理し、利用目的の範囲内でのみ使用します。
（電話での申し込みは口頭でお伝えください。）

安曇野市 政策部 人権共生課
TEL 0263-71-2406     FAX 0263-71-5155
E-mail jinken@city.azumino.nagano.jp

申し込み・問い合わせ先
タイトル
タイトルの説明・理由

▶安曇野市 共生社会づくり広報紙 新タイトル募集！
広報紙のリニューアルに伴い、新しいタイトルを募集します。

※緊急の連絡等に使用しますので
　必ずご記入ください

申込締切　令和４年７月30日（土）



８月１日（月）～４日（木） 収穫・機織り体験
全国の専門学校等から選ばれた学生10名が安曇野を訪れ、実際
に天蚕繭の収穫や機織り体験などを行います。天蚕糸に触れたり、
蚕糸関係者と交流し、養蚕業について理解を深めます。

令和５年２月 公開審査会
約半年間で天蚕糸を使用したビジネスプランを作成。
公開審査会で、製品化への可能性を探ります。

予 定

天蚕ビジネスプランコンテスト
Silk Idea Competition -TENSAN- 2023 in AZUMINO



・期 間 7月20日～９月30日（当日消印有効）
・申請用紙 市および市商工会の窓口、ホームページからダウンロード
・申請方法 市商工会へ申請書類を郵送

受 付

安曇野市燃料費高騰等対策支援給付金事業

内 容

・令和３年11月から令和４年３月までに購入したガソリン・灯油・軽油・
重油・電気・ガス料金の合計額の20％分、上限20万円
（1事業者1回限り）
・国が定めるセーフティネット保証5号の指定を受けた業種を営む市
内事業者



映画「からたち日記」／奥田瑛二トークショー＆熊井啓監督作品「黒部の太陽」

【開催概要】
９月17日（土） 映画「からたち日記」 午後１時～３時
９月18日（日） 奥田瑛二トークショー 午後１時～２時

映画「黒部の太陽」 午後2時10分～５時30分
会 場…両日とも豊科公民館ホール（安曇野市豊科4289-1）
チケット…両日とも300円
販 売…豊科交流学習センターきぼう、穂高交流学習センターみらい、

豊科公民館、インターネット販売（イベントナガノ）

安曇野ゆかりの映画上映会 ～あづみ野シネマ日和～

・映画「からたち日記」
1959年／監督：五所平之助／原作：増田小夜（晩年を安曇野で過ごす)

・奥田瑛二トークショー
熊井監督と親交の深い奥田瑛二さんが、人柄や映画などを語ります

・映画「黒部の太陽」
1968年／監督：熊井啓／出演者：三船敏郎、石原裕次郎

©三船プロダクション／石原音楽出版社

©1959松竹株式会社


