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totomoni は、市内の NPO・市民活動団体がともに地域の問題解決・活性化に向けて取り組む様子をお届けします。 

CONTENTS  ～ totomoni ～  

 

●【特集】 しおじりまちづくり交流会 2013 

 

● まちづくりチャレンジ事業（トライアル） 

  の団体紹介 

○ Ｐｌａｎｎｉｎｇ零  

○ プロボノグループ パレット 

○ 信州アディクションセミナー実行委員会 

 

● コラム 

 

● 市民活動団体育成講座 ～開催報告～ 

 

● NPOイベント便り 

しおじりまちづくり交流会 2013 が、11 月 16日（土）に市民交流セ

ンター（えんぱーく）で開催されました。 

３回目の開催となる今回のテーマは、「知り学び、気づきつながる、

情報交換」です。 

当日は、２５の団体（約５０人）が参加して、団体活動のプレゼン

テーション、ポスターセッション、課題と解決策を共有するためのワ

ークショップ等が行われました。 

また、えんぱーく３階の市民サロンでは、２週間前から各団体のパ

ネルの展示や映像を放映する「まちづくり交流展示」が開催され、事

前展示期間も含めて、大勢の皆さんに団体活動の様子等をご覧いただ

きました。 

団体の活動がさらに活発になることで、市民の皆さんのまちづくり

への参加が進み、いわゆる「協働のまちづくり」につながっていきま

す。       （交流会参加 25団体、パネル展示参加 32団体） 

 

しおじりまちづくり交流会 2013 の様子 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１５団体が５分間のプレゼンテーションを行いました。５分

間と少し短い時間でのプレゼンタイム。時間どおりに終わる団

体もあれば、話す事が多く時間を超えて熱心に説明をする団体

もありましたが、それぞれ参加団体の熱い思いが伝わってくる

ものでした。参加団体の方々も熱心に耳を傾けていて、「普段聞

けない団体の活動を知ることができた」「他の団体の考え方を知

ることもでき参考になった」など、参加者から感想を聞くこと

ができました。 

 

４つのグループ（４～６人）ごとにワークショップを行いました。 

各グループでは、ファシリテーターの進行でそれぞれのテーマに沿った

グループワークをメンバー交代しながら３回行いました。 

◆テーマ１：キャッチコピーを使い自己紹介 

◆テーマ２：自団体でこんなこと困っています 

◆テーマ３：自団体でこんな事できます 

◆テーマ４：自団体でこんなことしたい 

 ワークショップの最後には各グループの成果の発表があり、参加者がそ

れぞれの想いや情報を共有しました。参加者からは、「内容が良かった」「同

じ課題や目標について考える機会になった」などの感想が聞かれ、有意義

な交流の機会となりました。 

【特 集】 しおじりまちづくり交流会２０１３ 

情報発信！プレゼンタイム 

ワークショップ 

まちづくり交流展示 

昨年より参加団体が増え、個性的な

パネルが並びました。中にはきれいで凝

った映像もあり、各団体のパネル展示

に、来館された方々は足を止めて見学さ

れていました。 

ポスターセッション 
団体ごとに作成したポスター（パネル）を使って、参加者に活動の紹介

や仲間集めのための PR等を行いました。参加者どうしが知り合うことによ

って、協働の可能性が広がりました。 

 毎年、内容を変えながら開催しているまちづくり交流会ですが、実行委員会で話合いを重ね、その想いが反映された有意

義なものとなりました。ワークショップでの会話も盛り上がり、団体同士のコラボレーションの可能性も発見できたようで

す。また、「団体活動はしていないけれど、開催内容に興味を持って参加した」という個人の参加もあって、交流会自体も

ステップアップしています。今後の市民公益活動の広がりが楽しみです。 

qkdnwご期待ください。 



まちづくりチャレンジ事業の団体紹介 

 

 

ワインとジャズで街を元気に  
 

 

 

 

 

 

 

 

Ｐｌａｎｎｉｎｇ零  TEL: 080-6684-6330 

 

 ＩＴの力で中小企業を応援 

 

                                      

 

 

 

 

 

プロボノグループ パレット TEL:050-5800-7867   

 

虐待やＤＶ（ドメスティックバイオレンス）を考える 
 

                                      

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

団 体 名 事 業 名 総事業費（円） 

Ｐｌａｎｎｉｎｇ零 ジャズとワインのイベント（ジャジーなワイン）の開催 481,000 

信州アデクションセミナー実行委員会 ＤＶ予防啓発活動 101,220 

プロボノグループ パレット 小さな会社のＩＴ活用経営を持続的に推進するためのコミュニティ事業 132,000 

今回は、塩尻市まちづくりチャレンジ事業（体験型：トライアル）に取り組む３団体を紹介します。 

 

私たちは、情報技術を市民の手に届く身近なものとして活用すること

で、情報格差を是正し市民相互間のつながりを深め、地域社会の発展に

貢献することを目的としています。 

塩尻市まちづくりチャレンジ事業で小さな会社のＩＴを活用した経営

を持続的に推進するためのコミュニティ事業が採択されました。 

当団体は中小企業向けビジネス支援に力を入れており、定期的な異業

種交流会（meetup!）の実施や、経営者インタビュー、地元企業への IT

セミナーなどの IT支援活動を行っています。 

 私たちは、塩尻を元気あふれる街にしたいと思い活動しています。 

今年度は塩尻市まちづくりチャレンジ事業で、ジャズとワインのコラボレーションイベ

ント「ジャジーなワイン」を年４回開催しています。このイベントは、ジャズを聴きなが

ら、塩尻産のワインを市民の皆様に気軽に楽しんでいただくことで、特産品の消費拡大と、

塩尻のまちを元気にすることを目指して企画しています。 

Planning零は、常に楽しみながら街を活性化させていきたいと考えています。 

私達と一緒に、しおじりのまちを元気にしてくれるメンバーを募集しています。 

私たち信州アディクションセミナー実行委員会は、依存症からの回復や予防啓発活動を行っている団

体の中の、子供への虐待やＤＶ、デートＤＶについて考えるグループです。 

定期的に茶話会を開いて、ＤＶやデ―トＤＶについての映画を見たり、本の紹介をしあったりしてい

ます。 

本年度は、塩尻市まちづくりチャレンジ事業で、主にＤＶ予防啓発活動に取り組んでいます。虐待や

ＤＶについて、一緒に考え、活動してくれる新しい仲間を募集しています。（女性限定） 

 

 コラム  ～協働によって期待される効果～ 

３回目の開催となる「しおじりまちづくり交流会」は、今回からまちづくりチャレンジ事業に取り組む団体も加わって、

大勢の皆さんが情報交換を行ったり、交流を深めたりすることのできる有意義な場となりました。回を重ねるごとに、団体

間の交流は確実に深まっていますので、これをきっかけとして、これからの市民公益活動がますます盛んになって行くこと

に期待しています。 

実行委員会事務局として企画・運営を担当した「地域活動応援チーム えんのわ」の皆さんは、会議で出されるさまざまな

意見や要望等、十分な調整が求められる場面で、各団体のニーズを捉え、豊富な経験とネットワーク等を生かして、きめ細

かに対応されていました。市との協働によって、個別化・多様化する市民ニーズに細かく対応できることは、協働の一つの

効果です。まちづくり交流会の中でも「協働」は着実に進められています。 

信州アディクションセミナー実行委員会 TEL:090-4461-9358 



ＮＰＯイベント便り                                   

   市民活動団体育成講座 ～開催報告～ 

団体運営の課題解決等に関する講座を開催しました。 

●「想いを伝えるコツ（セミナー）」 

11月 11 日(月)午後 7時から、市民交流センター3階で開催しました。 

（写真）講師に小笠原恵美子さんを迎え、実習を交えた楽しいセミナ 

ーでした。 

●「仲間を集めるコツ（セミナー）」 

11月 18 日(月) 午後 7時から、市民交流センター3階で開催しました。 

講師に平島安人さんを迎え、ご自身の経験をもとに仲間集めの方法等を学 

びました。グループワークもあって、和やかな雰囲気のセミナーでした。 

●パネルディスカッション～協働について語ろう～ 

11月 30 日(土)午前 10時から、市民交流センター３階で開催しました。 

   行政や企業との協働の実践やコーディネーターの立場等からそれぞれの想いを語ったり、参加者との意見交換もあった

りと、パネリストだけでなく、参加者も一緒に語り合うことのできる有意義な場となりました。 

 

 

                                 

協働のまちづくりセミナー「トモに考える塩尻の未来」  

■日 時：1月 19日(日)  10:00～12:00 

■場 所：市民交流センター5階 イベントホール 

■講 師：塩尻市協働企画部 企画課職員 

■定 員：30人   ■参加費：無 料 

■問い合わせ：交流支援課 TEL:0263-53-3350 

■主 催：塩尻市  

■企画・運営 

地域活動応援チームえんのわ   TEL:050-3639-2388 

  町の掲示板                        

～団体のイベント広報をお手伝いします～ 

イベントや講演会のチラシなど、市民の皆さん等へのお知

らせにお困りの団体の皆さま、その広報をお手伝いいたしま

す。簡単な手続きで１年間自由にチラシを設置することがで

きます。「町の掲示板」をぜひご利用ください。 

■料 金：500円／年 

■問い合わせ：ひとり親しおじり TEL:090-3562-7867 

（南山）   

 ＤＶ・デートＤＶに関する映画上映会と講演会                       

■開催日：1 月 11 日（土） ＤＶＤ上映会 

2月   2日（日） 助産師等による講演会他 

■時 間：両日とも 14:00～16:00 

■場 所：市民交流センター４階  会議室 401 

■対 象：女性のみ 

■問い合わせ：信州アディクションセミナー実行委員会 

TEL:090-4461-9358（中山） 

  ⅠT よろず相談                       

■日 時：1月 14日（火） 

2月 14日（金）  両日とも 13:00～15:00 

■場 所：市民交流センター３階 1番壁柱前 

■参加費：無料 

■問い合わせ：特定非営利活動法人 

グループ HIYOKO TEL:0263-54-7226 

 ジャジーなワイン 第４回                 

■日 時：1月 26日(日）19：30～21：00 

 ■場 所：市民交流センター５階 イベントホール 

■定 員：40人  

■参加費：3,000円 

■出 演：ジャズボーカル 丸山みゆきさん 

ギター 角田忠雄さん 

■問い合わせ： Planning零   TEL:080-6684-6330（宮原） 

  自分名刺であなたが輝く！                 

■日 時：1月 26日（日）10:00～16:00 

■場 所：市民交流センター２階  会議室 203 

■定 員：5 人  ■参加費：3,000円（ノート PC持参) 

■講 師：中村 剣さん（中小企業診断士） 

■問い合わせ：プロボノグループ パレット 

TEL:050-5800-2450（中村） 

 想いを伝えるコミニケーション術              

■日 時：1 月 26 日（日）10:00～16:00 

■場 所：市民交流センター４階  会議室 401 

■講 師：牛丸みゆき さん（ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝﾌﾟﾛﾎﾟｰｻﾞｰ） 

■定 員：30 人  ■参加費：2,000円 

■問い合わせ：地域活動応援チーム えんのわ 

   TEL:050-3639-2388 

  げんすけ祭り                       

■日 時：2月 11日(火・祝日) 10:00～15:00 

■場 所：市民交流センター3階 市民サロン 

■参加費：無 料（有料ブース有り） 

■内  容：市民活動団体の展示・クラフトコーナーなど 

■問い合わせ：持続可能な松本平創造カンパニーわおん♪ 

TEL/FAX:0263-87-3005  

※この他にも、市内ＮＰＯ等による各種イベントが開催されています。市民交流センター2階「フリーコミュニティ」のパンフレットスタンド

でも情報をご覧いただけますのでご活用ください。 

 

 

 編集                         

地域活動応援チーム えんのわ 

〒399-0736 塩尻市大門一番町１２－２ 

えんぱーく２階 協働オフィス わおん♪内 

TEL:050-3639-2388  E-mail:ennowa@hotmail.co.jp 

 

  

 発行                         

塩尻市市民交流センター 交流支援課 

〒399-0736 塩尻市大門一番町１２－２ 

TEL:0263-53-3350（内線４２２０） 

E-mail:collabo@po.city.shiojiri.nagano.jp 

http://enpark.info/ 

「想いを伝えるコツ（セミナー）」 

TEL:090-3562-7867
TEL:080-6684-6330

