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市民活動サポートセンター 安曇野市役所市民生活部地域づくり課 発行

多くの団体が
多くの団体が協働の
協働のまちづくりを展開しています
まちづくりを展開しています
本年度の活動
本年度の活動成果を発表
を発表
平成 29 年度の安曇野市事業成果報告会が 3 月 3 日市役所で開催され、
日市役所で開催され 9 団体の事例発表と
団体の事例発表と８団体のパネル
団体のパネル
展示があり、約 120 名の団体関係者や市民が「協働の
名の団体関係者や市民が「協働のまちづくり
まちづくり」の成果を共有しました
」の成果を共有しました
」の成果を共有しました。
。
市では、自主的で主体的に取り組む、地域に根ざした市民活動事業を支援
市では、自主的で主体的に取り組む、地域に根ざした市民活動事業を支援するために「つながりひろが
自主的で主体的に取り組む、地域に根ざした市民活動事業を支援するために「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。また、市と市民活動団体が協働して地域課題を解決する協
る地域づくり事業補助金」を交付しています また、市と市民活動団体が協働して地域課題を解決する協
働事業提案制度を平成 26 年から続けています。補助金を活用した 4 団体と協働事業を展開した 5 団体が
活動成果を報告しました。

◆ つながりひろがる地域づくり事業成果発表
本年度助成金を活用して事業を展開したのは
本年度助成金を活用して事業を展開したのは区
など地域で事業を展開している「地域型組織」
など地域で事業を展開している「地域型組織」9 団
体と地域課題をテーマにした「目的型組織」
体と地域課題をテーマにした「目的型組織」10 団
体でした。その中で、
体でした。その中で、地域での
地域での行事を DVD にして
受け継げるようにした取り組み、古文書を解読して
地域の歴史の深さ認識した事例、子供たちを含め地
地域の歴史の深さ認識し 事例、子供たちを含め地
域の食生活改善のために様々な事業展開した活動
域の食生活改善のために様々な事業展開した活動、精神疾患・
精神疾患・精神障がいの誤解や偏見を軽減するために
精神障がいの誤解や偏見を軽減するために
フェスティバルを開催した実行委員会の報告がありました。活き活きとした報告が助成金の有効性を物語
っていました。

◆ 市民協働事業提案制度実施事業成果発表
協働事業提案は地域づくり課、人権男女共同参画課
協働事業提案は地域づくり課、人権男女共同参画課が関わ
が関わ
ったものとして
ったものとして。協働を市民とともに考え
。協働を市民とともに考えるワークショップ
。協働を市民とともに考えるワークショップ
の開催、庭先を使った
の開催 庭先を使ったガーデンファームを通じた
ガーデンファームを通じた
ガーデンファームを通じた絆づくり、
づくり、
外国籍を持つ住民と安曇野市民
外国籍を持つ住民と安曇野市民が理解・交流・協力
理解・交流・協力
理解・交流・協力する多文
する多文
化共生を図る取り組みが報告されました。
教育部文化課関連
教育部文化課関連のものは
のものはいずれも画像、映像に関するも
いずれも画像、映像に関するも
のでした。安曇野を象徴する
した。安曇野を象徴する
した。安曇野を象徴する水辺に関わる写真を
水辺に関わる写真を
水辺に関わる写真を電子データ
電子データ
化しデータベースに
化しデータベースに保管する事業と昭和時代に
保管する事業と昭和時代に記録したフィルムを編集してディジタル化した「よみがえる
保管する事業と昭和時代に記録したフィルムを編集してディジタル化した「よみがえる
安曇野第２集」を制作した事業の２件でした。何れの事業も市部局と市民団体が協働した効果が伺えました。
◆ パネル展示
発表がなく展示だけのもの、発表に関連するものなど８団体の展示があり
発表がなく展示だけのもの、発表に関連するものなど８団体の展示があり
ました。パネルの中には写真で活動を紹介したもの、活動の成果物を紹介す
るものなどあり、発表の合間に見たり実物に触ったりして
るものなどあり、発表の合間に見たり実物に触ったりして活動の様子を調べ
活動の様子を調べ
ていました。

くるりん通信

レポート
ひなまつりコンサート
■ バイオリンとピアノ ～早春の調べ～
３月３日（土）
３
土）

■主催：男女共同参画推進会議あかしな支部
■
男女共同参画推進会議あかしな支部
■場所 明科公民館

共催：明科公民館
明科公民館

安曇野市男女共同参画推進会議あかしな支部は、会員数２５人で
家庭や地域、自身所属の団体も含め、各々がそれぞれの活動をして
家庭や地域、自身所属の団体も含め、各々がそれぞれの活動をして
います。一年に一度のあかしな支部事業として、明科公民館との共
います。一年に一度のあかしな支部事業として、明科公民館との共
催で、明科公民館講堂において
催で、明科公民館講堂において「ひなまつりコンサート」
「ひなまつりコンサート」
「ひなまつりコンサート」を開催し
を開催し
ました。バイオリン・市川雅之さん、ピアノ・市川美穂さんご夫妻
によるデュオ演奏で、明科地域や市内外から約１１０人来場し、心
豊かなコンサートとなりました。
「ワークライフバランス」
「ワークライフバランス」＝（仕事と生活の調和）を程良く体現
＝（仕事と生活の調和）を程良く体現
され、男女共同参画の身近なモデルに相応しいお二人は、子
育てや仕
育てや仕事の傍ら『つながりひろがる地域づくり事業』とし
事の傍ら『つながりひろがる地域づくり事業』とし
て「子どものための音楽会」で劇と音楽のコラボレーション
の音楽活動をしています。
会場では、紅白餅と甘酒や麦茶で歓談し、スプリン
スプリングソナタ、
グソナタ、
ラ・カンパネラ、さくらさくら、リベルタンゴなどの演奏を
心静かに聴き入り、早春のひと時を満喫していました。
（男女共同参画推進会議あかしな支部 望月 静美）

■ 学びのつどい
3月3日

長谷川義史 絵本ライブ
■主催：堀金公民館
■主催：堀金公民館

■場所 堀金公民館

父親を早くなくした体験をもとに描いた『おかあちゃんがつくったる』、我が子の出産に立ち会
ったことがきっかけで生まれた『おへそのあな』など、ユーモラスで暖かい 8 冊の絵本を、作者自
身が読み聞かせをしました。
時にはウクレレを弾きながら歌い、また、即興で模造紙にお話を描きあげたり、関西弁の軽妙な
語り口の世界に、幼児を含む 180 名を超える来場者は長谷川ワールドに引き込まれ、笑ったり涙
したりしながら絵本の世界を楽しんでいました。
長谷川さんは、平和の尊さについても強い思いを抱いており、
「へいわってすてきだね」という、
沖縄の安里有生（あさとゆうき）くん（6
沖縄の安里有生（あさとゆうき）くん（ 歳）の詩を絵本化しました。この詩は、
歳）の詩を絵本化しました。この詩は、2013
2013 年の沖縄
戦没者追悼式で安里君が朗読し、参列者に深い感動を与えた
詩です。長谷川さんはこれを絵本にしなければという思いに
駆り立てられ、苦労の末、一冊の絵本に仕上げました。会場
ではこの絵本も披露され、親子で参加したお母さんは、「楽
しい時間の中で多くのことを学びました」と話していました。
堀金公民館学びのつどいは、「人々が集まり、学び、つなが
る」ことを目的に、様々な分野のゲストを招き、年一回開催
されています。
（磯野 康子）
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寄稿文
■ 朗読劇
３月１７日（土
３
日（土）

「少年口伝隊一九四五」
■主催：新日本婦人の会穂高支部
■
主催：新日本婦人の会穂高支部
■出演：穂高商業高演劇部
■出演：穂高商業高演劇部

■場所：穂高会館講堂
穂高会館講堂

支部の行事として
支部の行事として平和をテーマにした取り組みを検討した際に会員の強い推薦があったのと
平和をテーマにした取り組みを検討した際に会員の強い推薦があったのと
平和をテーマにした取り組みを検討した際に会員の強い推薦があったのと、学
校側の「生徒の励みにもなります」と
校側 「生徒の励みにもなります」との快諾を得て
「生徒の励みにもなります」との快諾を得て今回の朗読劇の公演が実現しました。
今回の朗読劇の公演が実現しました。
修学旅行で
修学旅行で広島へ行き、直接感じたものをこの朗読劇に活かしたと
行き、直接感じたものをこの朗読劇に活かしたとのことで、本当に心
行き、直接感じたものをこの朗読劇に活かしたと ことで、本当に心を打ち
ことで、本当に心 打ち、
涙なしでは聞いていられないほどの感動をいただきました。
放射能の恐ろしさを知らされない（知らない）まま被害の広がり、それでも戦意を保つ宣伝
放射能の恐ろしさを知らされない（知らない）まま被害の広がり、それでも戦意を保つ宣伝があ
りました。今の私たちなら「なんてひどい！」と言えることが、当時最後に一人になるまで戦うと
りました。今の私たちなら「なんてひどい！」と言えることが、当時最後に一人になるまで戦うと
信じ込んでいる人たちには、国の方針に疑問を持つことさえ許されない状態の中で、悲惨な戦争に
なっていったことが本当によくわかりました。でも、
これは遠い昔の話ではなく、またこのような時代が
音もなくしのびよっている最近のことを、私たちは
敏感に感じ取って、日本が二度と戦争をしないと署
名などを通じて、日本に世界に発信していこうと思
いました。
当日は１２０名をこす
当日は１２０名をこす方々
方々が参加してくださり、
が参加してくださり、
今回の平和を考える取り組みに手応えと確信を得ました。
（新日本婦人の会穂高支部
新日本婦人の会穂高支部
新日本婦人の会穂高支部支部長 二子石 京子）
京子

第２回くるりん広場連絡会

２月２６日

くるりん広場交流会
くるりん広場交流会実施に向け
実施に向け内容を検討しました
内容を検討しました
３月２４日
３月２４日に開催を計画している
に開催を計画しているくるりん広場交
に開催を計画しているくるりん広場交
流会の実施内容の最終確認と課題について審議しま
流会の実施内容の最終確認と課題について審議しま
した。
交流会の開催趣旨、当日の概略スケジュール、発表
団体・パネル展示出展状況の説明があり、発表する
団体・パネル展示出展状況の説明があり、発表する活
動報告の内容
動報告の内容、
、時間などに関する質疑
時間などに関する質疑がありましたが
がありましたが、
、
事務局案が採択されました。
４団体が活動状況を報告し、１７団体がパネル展示
を行い、
を行い、センター登録
センター登録団体から
団体からは４０名を超える参加
は４０名を超える参加
者がある見通しとなりました。パネル展示は交流会後
も４月６日まで継続
も４月６日まで継続展示し
展示し、広く市民に周知する
広く市民に周知すること
になりました。
以上の内容を審議した後、情報の交換があり団体主
催の行事や、活動上の課題など
催の行事や、活動上の課題など各団体が活き活きと活動している様子を
各団体が活き活きと活動している様子をうかがうことが出来ました
各団体が活き活きと活動している様子をうかがうことが出来ました。
うかがうことが出来ました
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イベント情報
● 第 26 回ふるさとウォッチング in 安曇野
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

日時
集合
定員
内容
参加費
主催
共催
要申込
問い合わせ
事務局

豊科鳥羽

４月
４月１５日（日）
日（日） ８：３０～１３：００
豊科南部総合公園
６
６０名（先着申込順）
（先着申込順）
屋敷林が点在し、開削の歴史を今に伝える豊科鳥羽地区のウォーキング
屋敷林が点在し、開削の歴史を今に伝える豊科鳥羽地区 のウォーキング
1,000 円 （おむすび、資料、保険）ふるさとパートナー、中学生以下無料
ＮＰＯ法人安曇野ふるさとづくり応援団
屋敷林と歴史的まちなみプロジェクト
３／
３／１２（月）
（月）～４／１４（土）
４（土） 公式サイトの申込フォームまたは事務局へＦＡＸ郵送
ＴＥＬ ０２６３－８１－１３２５（平日９：００～１
０２６３－８１－１３２５（平日９：００～１８：００）
８１－１３２５（平日９：００～１ ：００）
ＦＡＸ ０２６３－８１－１２８０
０２６３－８１－１２８０
ＮＰＯ法人安曇野ふるさとづくり応援団
〒
〒399-8304
8304 安曇野市穂高柏原 1132-2
1132
(有
有)ライフポート安曇野内
ライフポート安曇野内
ＵＲＬ http://azumino
http://azumino-furusato.com
furusato.com

● 映画「明日へ」安曇野市上映会
「明日へ」安曇野市上映会
■ 日 時
４
４月２１日（土）
日（土）午前１
１０時～１１
～１１時３０分
午後 1 時 30 分～3
3 時１０分
■ 場 所
安曇野市穂高交流学習センター みらいホール
■ 前売券
一般 1,200 円 シニア・学生 1,100 円
前売券取扱
平安堂あづみ野店・松本井上チケットぴあ・ひつじ屋・カフェだもんで
■ 当日券
一般 1,400 円 シニア・学生 1,100 円
小中高無料
■ 問合せ
０９０－５８０８－０７６８ 峯岸
０９０－４９５４－７０２６ 石井
■ 主 催
映画「明日」安曇野市上映実行委員会
● 早春賦まつり
■ 日 時
４
４月２９日（
（日・祝）
午前１０時～＜雨天中止＞
午前１０時～＜雨天中止＞
■ 場 所
穂高川右岸【早春賦歌碑前】
■ 参加費
無料 申込不要
※ 周辺に駐車場はございませんので、無料シャトルバスをご利用ください。
■ 主 催
早春賦まつり実行委員会
早春賦まつり実行委員会
● 第 14 回あづみの
回あづみの公園早春賦音楽祭
公園早春賦音楽祭
■ 日 時
５月４日 金・祝）
５月４日（金・
午前１０時～午後 4 時
■ 場 所
国営アルプスあづみの公園「堀金・穂高地区」
■ 参加費
無料（無料入園日）
無料（無料入園日）
■ 問合せ
アルプスあづみの公園管理センター TEL ０２６３－７１－５５１１
イベント情報チェック
イベント情報
http://www.azumino-kouen
http://www.azumino kouen
■ 主 催
第 14 回あづみの公園早春賦音楽祭実行委員会
あづみの公園早春賦音楽祭実行委員会
■ 共 催
長野エフエム放送、あづみ野テレビ、第 36 回全国都市緑化信州フェア実行委員会
〔市民活動のイロハ、ＮＰＯの立ち上げ
、ＮＰＯの立ち上げ等に関する内容〕
に関する内容〕
市民活動サポートセンター
市民活動サポートセンター特別相談日
相談日（要予約）
（要予約） 〔市民活動のイロハ
平成３０年
年３月５日（月
月）３月１５日（
月１５日（木） 毎月５のつく開館日
（上記以外に
上記以外にも随時受付け
も随時受付けますが、事前に
事前にご連絡いただける
ご連絡いただけると助かります。
と助かります。電話８２－１９２２
電話８２－１９２２
電話８２－１９２２）
安曇野市市民活動サポートセンターでは、センターに登録していただける団体等を常時募集しています。
登録団体募集 安曇野市市民活動サポートセンターでは、センターに登録していただける団体等を常時募集しています。
より多くの団体等に登録していただき、各種事業を展開していきます。登録していただくと各種まちづくり
より多くの団体等に登録していただき、各種事業を展開していきます。登録していただくと各種まちづくり情報を
お届けいたします。是非ご登録をお願いいたします。

安曇野市市民活動サポートセンター
開館時間
休館日
住所
電話/FAX
電話
E-mail
E
URL

午前 9 時～午後 5 時
毎週日曜日
年末年始 12 月 29 日～1
1月3日
〒399-8303 安曇野市穂高 6658 番地
0263-82-1922
1922
azumino-skc
skc＠bz03.plala.or.jp
bz03.plala.or.jp

http://azumino skc.net/
http://azumino-skc.net/
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