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－－－－    ttttotomoniotomoniotomoniotomoni    は市内のは市内のは市内のは市内の NPONPONPONPO・市民活動団体・市民活動団体・市民活動団体・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紹介します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紹介します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紹介します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紹介します    ーーーー    

 紹介団体                    

○特定非営利活動法人 志青塾  

○特定非営利活動法人 グループ HIYOKO 

○持続可能な松本平創造カンパニーわおん♪ 

○ココノチカラ 

○グレータス食育応援隊               

○ひとり親しおじり 

○空き家から始まる商店街の賑わい創出実行委員会 

 

    

今回のともに紹介は、塩尻市まちづくりチャレンジ事業今回のともに紹介は、塩尻市まちづくりチャレンジ事業今回のともに紹介は、塩尻市まちづくりチャレンジ事業今回のともに紹介は、塩尻市まちづくりチャレンジ事業

の発展型ステップアップに採択された、７団体を紹介しの発展型ステップアップに採択された、７団体を紹介しの発展型ステップアップに採択された、７団体を紹介しの発展型ステップアップに採択された、７団体を紹介し

ます。ます。ます。ます。  
脳の発達段階で特に３歳～９歳の時期が最も考える力の伸脳の発達段階で特に３歳～９歳の時期が最も考える力の伸脳の発達段階で特に３歳～９歳の時期が最も考える力の伸脳の発達段階で特に３歳～９歳の時期が最も考える力の伸

びるゴ—ルデンタイムです。びるゴ—ルデンタイムです。びるゴ—ルデンタイムです。びるゴ—ルデンタイムです。志青塾では、この時期のこども志青塾では、この時期のこども志青塾では、この時期のこども志青塾では、この時期のこども

たちを対象にたちを対象にたちを対象にたちを対象にお絵かき算数問題、パズル迷路などの机でのおお絵かき算数問題、パズル迷路などの机でのおお絵かき算数問題、パズル迷路などの机でのおお絵かき算数問題、パズル迷路などの机でのお

勉強や、森や川での自然体験、グランドでの勉強や、森や川での自然体験、グランドでの勉強や、森や川での自然体験、グランドでの勉強や、森や川での自然体験、グランドでのかけっこを組みかけっこを組みかけっこを組みかけっこを組み

合わせた「体験型学習プログラム」を展開しています。具体合わせた「体験型学習プログラム」を展開しています。具体合わせた「体験型学習プログラム」を展開しています。具体合わせた「体験型学習プログラム」を展開しています。具体

的なイメージをつかんで操作し、お友達の中で活動すること的なイメージをつかんで操作し、お友達の中で活動すること的なイメージをつかんで操作し、お友達の中で活動すること的なイメージをつかんで操作し、お友達の中で活動すること

で思考力がぐんぐん伸びます。で思考力がぐんぐん伸びます。で思考力がぐんぐん伸びます。で思考力がぐんぐん伸びます。    

    活動場所は地球の宝石箱、矢沢川周辺、林業センターの森、活動場所は地球の宝石箱、矢沢川周辺、林業センターの森、活動場所は地球の宝石箱、矢沢川周辺、林業センターの森、活動場所は地球の宝石箱、矢沢川周辺、林業センターの森、

平出遺跡の森、塩嶺体験学習の家、塾教室などです。平出遺跡の森、塩嶺体験学習の家、塾教室などです。平出遺跡の森、塩嶺体験学習の家、塾教室などです。平出遺跡の森、塩嶺体験学習の家、塾教室などです。    

また「ママだからできる思考力を高める子育て」無料セミまた「ママだからできる思考力を高める子育て」無料セミまた「ママだからできる思考力を高める子育て」無料セミまた「ママだからできる思考力を高める子育て」無料セミ

ナーも毎月行っています。ナーも毎月行っています。ナーも毎月行っています。ナーも毎月行っています。    

 

シシシシャイニングキッズャイニングキッズャイニングキッズャイニングキッズ３９３９３９３９（さんき（さんき（さんき（さんきゅゅゅゅう）う）う）う）        

TEL:TEL:TEL:TEL:0263026302630263----31313131----0294029402940294                特非営利活動法人 志青塾 

 

 

＜Pic-up：ピックアップ＞ 



 

 

                買い物弱者をサポートす買い物弱者をサポートす買い物弱者をサポートす買い物弱者をサポートするるるる                                                                                                TTTTELELELEL::::0263026302630263----54545454----7226722672267226    

特定非営利活動法人グループ HIYOKO 

塩尻市市民交流センター「えん塩尻市市民交流センター「えん塩尻市市民交流センター「えん塩尻市市民交流センター「えん            くくくくりチャレンジ事業として、「タブりチャレンジ事業として、「タブりチャレンジ事業として、「タブりチャレンジ事業として、「タブ            す。多くの市民の皆さんにす。多くの市民の皆さんにす。多くの市民の皆さんにす。多くの市民の皆さんにご参加いただきご参加いただきご参加いただきご参加いただきたいたいたいたい    

ぱぱぱぱーく」を拠点に、塩尻市内、松ーく」を拠点に、塩尻市内、松ーく」を拠点に、塩尻市内、松ーく」を拠点に、塩尻市内、松            ット端末の普及による買い物弱ット端末の普及による買い物弱ット端末の普及による買い物弱ット端末の普及による買い物弱者者者者                とととと思います思います思います思います。。。。よろしくお願いいたよろしくお願いいたよろしくお願いいたよろしくお願いいたします。します。します。します。    

本本本本市市市市周辺、安曇野地区等で活動を周辺、安曇野地区等で活動を周辺、安曇野地区等で活動を周辺、安曇野地区等で活動を            （ロービジョン、高齢者など）の（ロービジョン、高齢者など）の（ロービジョン、高齢者など）の（ロービジョン、高齢者など）の                

行行行行っっっっています。『情報技術を活用ています。『情報技術を活用ています。『情報技術を活用ています。『情報技術を活用                ネットスーパー利用の拡大」事業ネットスーパー利用の拡大」事業ネットスーパー利用の拡大」事業ネットスーパー利用の拡大」事業    

しししし地域の誰もが活き活きと暮らせ地域の誰もが活き活きと暮らせ地域の誰もが活き活きと暮らせ地域の誰もが活き活きと暮らせ            が採択されました。が採択されました。が採択されました。が採択されました。    

るるるる社会を作る』を目標に、パソコ社会を作る』を目標に、パソコ社会を作る』を目標に、パソコ社会を作る』を目標に、パソコ                この事業この事業この事業この事業の一環の一環の一環の一環としてとしてとしてとして、、、、毎月毎月毎月毎月 14141414    

ソソソソ講座の企画・運営、ホームペー講座の企画・運営、ホームペー講座の企画・運営、ホームペー講座の企画・運営、ホームペー            日日日日ににににえんぱーくえんぱーくえんぱーくえんぱーく 3333Ｆで“Ｆで“Ｆで“Ｆで“ITITITIT よろずよろずよろずよろず    

ジジジジの作成・作成支援、また「インの作成・作成支援、また「インの作成・作成支援、また「インの作成・作成支援、また「イン            相談”相談”相談”相談”をををを実施しており実施しており実施しており実施しており、、、、市民の方市民の方市民の方市民の方    

タタタターネット安全教室」や「スマホーネット安全教室」や「スマホーネット安全教室」や「スマホーネット安全教室」や「スマホ            のののの質問・疑問に（無料）でお答え質問・疑問に（無料）でお答え質問・疑問に（無料）でお答え質問・疑問に（無料）でお答え    

講習講習講習講習会」を開催するなど、地域に会」を開催するなど、地域に会」を開催するなど、地域に会」を開催するなど、地域に            ししししています。ています。ています。ています。    

密密密密着した情報発信のお手伝いをし着した情報発信のお手伝いをし着した情報発信のお手伝いをし着した情報発信のお手伝いをし                また、また、また、また、11111111 月月月月 2222 日には、ロービ日には、ロービ日には、ロービ日には、ロービ    

てててています。います。います。います。                                                        ジジジジョンの方や高齢者の方でも利用ョンの方や高齢者の方でも利用ョンの方や高齢者の方でも利用ョンの方や高齢者の方でも利用                                                                                                                                        

    平成平成平成平成 22225555年度年度年度年度は、塩尻市まちは、塩尻市まちは、塩尻市まちは、塩尻市まちづづづづ                ししししやすいやすいやすいやすい iPadiPadiPadiPadの講習会を開催しまの講習会を開催しまの講習会を開催しまの講習会を開催しま    

 

 

        いろいろいろいろいろいろいろいろなななな人とのつながりを大切に人とのつながりを大切に人とのつながりを大切に人とのつながりを大切に             TELTELTELTEL::::0263026302630263----87878787----3005300530053005    

                                       持続可能な松本平創造カンパニーわおん♪ 

わおんわおんわおんわおん♪♪♪♪は、は、は、は、2222008008008008年年年年 11110000月に月に月に月に                    自然の中で自然の中で自然の中で自然の中で様々様々様々様々なことになことになことになことに挑戦挑戦挑戦挑戦すすすす            化化化化のののの準備準備準備準備をををを進進進進めています。めています。めています。めています。より多くのより多くのより多くのより多くの人人人人にににに地域地域地域地域    

設立設立設立設立しししした市民活動た市民活動た市民活動た市民活動団団団団体で、体で、体で、体で、今年今年今年今年 11110000                るるるることをことをことをことを通じ通じ通じ通じてててて、自然の、自然の、自然の、自然の魅魅魅魅力に力に力に力に気気気気            でのでのでのでの取取取取り組みをり組みをり組みをり組みを知知知知ってもってもってもってもらい、らい、らい、らい、関心関心関心関心をををを持持持持ち、ち、ち、ち、笑笑笑笑    

月で月で月で月で５５５５年年年年になります。になります。になります。になります。心心心心と体で自と体で自と体で自と体で自                づづづづいたり、いたり、いたり、いたり、自自自自分分分分に自信をに自信をに自信をに自信を持持持持ったりったりったりったり            顔あふ顔あふ顔あふ顔あふれる地域を目れる地域を目れる地域を目れる地域を目指指指指してしてしてしていきます。いきます。いきます。いきます。            

然を然を然を然を感感感感じじじじる「自然体る「自然体る「自然体る「自然体感感感感活動」と活動」と活動」と活動」と、、、、                    ししししてくれててくれててくれててくれています。います。います。います。                                                

    地地地地域域域域活活活活動動動動応応応応援援援援キキキキャラャラャラャラククククター「ター「ター「ター「げげげげんんんん                    また、また、また、また、げげげげんすけを活用し、地域んすけを活用し、地域んすけを活用し、地域んすけを活用し、地域                                                                        

すけ」すけ」すけ」すけ」の運営の運営の運営の運営をおこなをおこなをおこなをおこなうううう「「「「げげげげんすんすんすんす                    のののの元気元気元気元気を発信しています。情報を発信しています。情報を発信しています。情報を発信しています。情報誌誌誌誌    

け事業け事業け事業け事業部部部部」の」の」の」の 2222 つのつのつのつの柱柱柱柱で活動を展で活動を展で活動を展で活動を展                        「「「「げげげげんすけがんすけがんすけがんすけがゆゆゆゆく」や、インターく」や、インターく」や、インターく」や、インター    

開して開して開して開しています。います。います。います。小小小小学学学学校校校校 3333年生年生年生年生かかかからららら                    ネッネッネッネットトトト放送部放送部放送部放送部によるによるによるによる生生生生トートートートーク番ク番ク番ク番組組組組    

中学中学中学中学生生生生を対象を対象を対象を対象に「わおんに「わおんに「わおんに「わおん♪♪♪♪自然自然自然自然探探探探                    「「「「げげげげんすんすんすんすけスタジけスタジけスタジけスタジオオオオ」で、」で、」で、」で、NPONPONPONPOやややや    

検隊検隊検隊検隊」」」」をををを自然自然自然自然豊豊豊豊かなかなかなかな小曽部小曽部小曽部小曽部のののの里里里里山山山山                学学学学校校校校、、、、企業企業企業企業などの活動やなどの活動やなどの活動やなどの活動や人人人人をををを紹介紹介紹介紹介                                                    います。います。います。います。    

で実施しています。で実施しています。で実施しています。で実施しています。今年今年今年今年でででで４４４４回回回回目目目目                しています。しています。しています。しています。今年度今年度今年度今年度はははは塩尻塩尻塩尻塩尻市市市市まちまちまちまち    

ととととなりますが、なりますが、なりますが、なりますが、１回１回１回１回目目目目からからからから続続続続けてけてけてけて                づづづづくりくりくりくりチャチャチャチャレンジ事業レンジ事業レンジ事業レンジ事業にににに「「「「団団団団体の体の体の体の            

参加してい参加してい参加してい参加しているるるる子ども子ども子ども子どももいもいもいもいます。ます。ます。ます。                    基盤基盤基盤基盤強強強強化化化化事業」が採択され事業」が採択され事業」が採択され事業」が採択され、、、、法人法人法人法人    

    

    

         自自自自立を目指す女性のお手伝い立を目指す女性のお手伝い立を目指す女性のお手伝い立を目指す女性のお手伝い                                                         TELTELTELTEL::::050050050050----3699369936993699----7353735373537353 

                                                        ココノチカラ 

ココココココココノノノノチチチチカカカカラは、ここ（の地域）ラは、ここ（の地域）ラは、ここ（の地域）ラは、ここ（の地域）        ミナーや講座をミナーや講座をミナーや講座をミナーや講座を定定定定期開催していま期開催していま期開催していま期開催していま                    だくことを目的としています。だくことを目的としています。だくことを目的としています。だくことを目的としています。    

にいるにいるにいるにいる個々個々個々個々（の（の（の（の人々人々人々人々）が）が）が）が持持持持つチつチつチつチ                す。す。す。す。                                                                            

カカカカララララ    をををを通じ通じ通じ通じておておておてお互互互互いにいにいにいに繋繋繋繋がってがってがってがって                    またまたまたまた 2222000013131313年度年度年度年度からは、塩尻市からは、塩尻市からは、塩尻市からは、塩尻市                    

『自『自『自『自分分分分をよくをよくをよくをよく知知知知る』きっかけの場る』きっかけの場る』きっかけの場る』きっかけの場            ままままちちちちづづづづくりチャレンジ事業くりチャレンジ事業くりチャレンジ事業くりチャレンジ事業補補補補助金助金助金助金                    

    をををを提供提供提供提供し、し、し、し、ひひひひとりとりとりとりひひひひとりがとりがとりがとりがそそそそれれれれぞぞぞぞ            にににによるよるよるよる支援をいただき、支援をいただき、支援をいただき、支援をいただき、再就職再就職再就職再就職やややや        

れれれれのののの違違違違いをいをいをいを尊重尊重尊重尊重しながら、しながら、しながら、しながら、心豊心豊心豊心豊かかかか            起起起起業を目業を目業を目業を目指指指指すすすす女性向女性向女性向女性向けのけのけのけの【【【【プレプレプレプレキキキキャャャャ    

にににに暮らすことを目暮らすことを目暮らすことを目暮らすことを目指指指指すすすす団団団団体です。体です。体です。体です。            リアリアリアリアプログラムプログラムプログラムプログラム】】】】も開講しました。も開講しました。も開講しました。も開講しました。    

私私私私達は特に「達は特に「達は特に「達は特に「女性女性女性女性のののの心心心心の成の成の成の成長長長長がががが                このプログラムは、子育て中このプログラムは、子育て中このプログラムは、子育て中このプログラムは、子育て中又又又又    

未来未来未来未来をををを創創創創る」をる」をる」をる」をモモモモットーとし、育ットーとし、育ットーとし、育ットーとし、育            ははははキキキキャャャャリアリアリアリアブランブランブランブランククククから社会から社会から社会から社会復帰復帰復帰復帰    

児児児児中の中の中の中の女性女性女性女性のののの心心心心のののの不不不不安や疑問を安や疑問を安や疑問を安や疑問を解解解解            を願を願を願を願う女性う女性う女性う女性が、が、が、が、精神精神精神精神的に自的に自的に自的に自立立立立でき、でき、でき、でき、    

消消消消するお手伝いをし、するお手伝いをし、するお手伝いをし、するお手伝いをし、女性女性女性女性が子育が子育が子育が子育            知識知識知識知識・技術的・技術的・技術的・技術的サポサポサポサポートをートをートをートを得得得得ることることることること    

ててててや自や自や自や自分分分分自自自自身身身身の成の成の成の成長長長長にににに前向前向前向前向きになきになきになきにな            によってによってによってによって主主主主体的に自体的に自体的に自体的に自身身身身ののののキキキキャャャャリアリアリアリア    

ることを目ることを目ることを目ることを目指指指指した子育てした子育てした子育てした子育て心理心理心理心理学セ学セ学セ学セ            選選選選択が行える択が行える択が行える択が行える人材人材人材人材に成に成に成に成長長長長していたしていたしていたしていた    

    

 

 



 

 

 

食食食食と文化を伝承すと文化を伝承すと文化を伝承すと文化を伝承するるるる                               TELTELTELTEL::::    090090090090----4725472547254725----1789178917891789 

グレータス食育応援隊 

私私私私たち「グレータスたち「グレータスたち「グレータスたち「グレータス食食食食育育育育応応応応援援援援隊隊隊隊」」」」            合合合合わせて地わせて地わせて地わせて地元元元元のののの食材食材食材食材のののの良良良良さ、さ、さ、さ、食食食食事事事事                掛掛掛掛けてくださいけてくださいけてくださいけてくださいねねねね。。。。    

は、塩尻市のは、塩尻市のは、塩尻市のは、塩尻市の食食食食育育育育推進推進推進推進活動に活動に活動に活動に賛賛賛賛同同同同                    ののののリリリリズム、ズム、ズム、ズム、栄養栄養栄養栄養やややや消化消化消化消化のことなどのことなどのことなどのことなど                        

するするするする様々様々様々様々なななな立立立立場の市民場の市民場の市民場の市民有有有有志が志が志が志が隊員隊員隊員隊員                    をををを楽楽楽楽しくわかりやすく伝えるしくわかりやすく伝えるしくわかりやすく伝えるしくわかりやすく伝える食食食食育育育育                

    となって活動しています。となって活動しています。となって活動しています。となって活動しています。                                のののの出出出出前前前前講座を行ったり講座を行ったり講座を行ったり講座を行ったり親親親親子を対象子を対象子を対象子を対象    

農農農農家や家や家や家や食生食生食生食生活活活活改善推進員改善推進員改善推進員改善推進員、野、野、野、野菜菜菜菜            に、に、に、に、地域の地域の地域の地域の食文化食文化食文化食文化の伝の伝の伝の伝承承承承のため、のため、のため、のため、    

ソムソムソムソムリエリエリエリエ、、、、栄養士栄養士栄養士栄養士、、、、歯科衛生士歯科衛生士歯科衛生士歯科衛生士、、、、                地地地地元元元元食材食材食材食材の活用の活用の活用の活用知識知識知識知識を伝える料を伝える料を伝える料を伝える料理理理理    

看護師看護師看護師看護師などのなどのなどのなどの専門専門専門専門的的的的知識知識知識知識やややや経経経経験を験を験を験を            教室教室教室教室を開催したりしています。を開催したりしています。を開催したりしています。を開催したりしています。    

持持持持っているメンっているメンっているメンっているメンババババーがーがーがーが揃揃揃揃っているっているっているっている                            またグレータスまたグレータスまたグレータスまたグレータス君君君君の着ぐるみをの着ぐるみをの着ぐるみをの着ぐるみを    

からこからこからこからこそそそそできるできるできるできる食食食食育を展開してい育を展開してい育を展開してい育を展開してい                    活用し、活用し、活用し、活用し、親親親親しみをしみをしみをしみを持持持持っていただき、っていただき、っていただき、っていただき、    

ます。ます。ます。ます。                                                                                                                    食食食食育育育育推進推進推進推進のののの効果効果効果効果を高めるための活を高めるための活を高めるための活を高めるための活    

保保保保育育育育園園園園やややや児童館児童館児童館児童館、、、、公公公公民民民民館館館館等で、等で、等で、等で、                        動も行っています。動も行っています。動も行っています。動も行っています。    

こどもからこどもからこどもからこどもから年配年配年配年配の方まで、対象にの方まで、対象にの方まで、対象にの方まで、対象に                グレータスグレータスグレータスグレータス君君君君をををを見見見見かけたらかけたらかけたらかけたら声声声声をををを    

                        

    

            ひひひひとり親の手助けをとり親の手助けをとり親の手助けをとり親の手助けを                                       TELTELTELTEL::::090090090090----3562356235623562----7867786778677867    

                                                   ひとり親しおじり 

ひひひひとりとりとりとり親親親親しおしおしおしおじじじじりでは、りでは、りでは、りでは、母母母母子子子子・・・・            ならず、育ならず、育ならず、育ならず、育児児児児や家事、や家事、や家事、や家事、仕仕仕仕事事事事やややや住居住居住居住居                    本本本本年度年度年度年度は、は、は、は、塩尻塩尻塩尻塩尻市市市市まちまちまちまちづづづづくりチャレンジ事くりチャレンジ事くりチャレンジ事くりチャレンジ事    

父父父父子・子・子・子・寡婦寡婦寡婦寡婦ととととひひひひとりとりとりとり親親親親家家家家庭庭庭庭の皆さの皆さの皆さの皆さ            などのなどのなどのなどの生生生生活活活活上上上上の問題や子どの問題や子どの問題や子どの問題や子どもの教もの教もの教もの教                    業に「業に「業に「業に「街街街街のののの掲示板掲示板掲示板掲示板事業事業事業事業」が採択されました。」が採択されました。」が採択されました。」が採択されました。    

んんんんが地域とが地域とが地域とが地域と共共共共にににに生生生生き、き、き、き、明明明明るくるくるくるく生生生生活活活活            育の問題などを育の問題などを育の問題などを育の問題などを抱抱抱抱え、社会え、社会え、社会え、社会的にも的にも的にも的にも                    この事業をこの事業をこの事業をこの事業を通通通通してしてしてしてひひひひとりとりとりとり親親親親家家家家庭庭庭庭が、市内のが、市内のが、市内のが、市内の    

しししし、社会に、社会に、社会に、社会に感謝感謝感謝感謝してしてしてして生生生生きる子どもきる子どもきる子どもきる子ども            経済経済経済経済的にも、的にも、的にも、的にも、そそそそしてしてしてして精神精神精神精神的的的的にもにもにもにも不不不不                さまさまさまさまざざざざままままな活動のな活動のな活動のな活動の広広広広報を報を報を報を応応応応援します。援します。援します。援します。    

をををを育て、育て、育て、育て、明明明明るい社会をるい社会をるい社会をるい社会を共共共共にににに築築築築くこくこくこくこ            安安安安定定定定なななな状況状況状況状況におかれていまにおかれていまにおかれていまにおかれています。す。す。す。    

    ととととをめをめをめをめざざざざして活動しています。して活動しています。して活動しています。して活動しています。                    またまたまたまた、、、、そそそそれれれれぞぞぞぞれのれのれのれの家家家家庭庭庭庭のののの収入収入収入収入はははは    

        ササササマーマーマーマーキキキキャンプ、ャンプ、ャンプ、ャンプ、親親親親と子のと子のと子のと子のふふふふれれれれ            低低低低く、まく、まく、まく、まだだだだまだまだまだまだ偏見偏見偏見偏見ももももああああるなかでるなかでるなかでるなかで    

ババババススススツツツツツアツアツアツアー、ー、ー、ー、悲悲悲悲しみをいやす会しみをいやす会しみをいやす会しみをいやす会            子育てを子育てを子育てを子育てをしししし収入収入収入収入の高いの高いの高いの高い仕仕仕仕事がな事がな事がな事がな    

他他他他さまさまさまさまざざざざまなまなまなまな研修研修研修研修会を実施し、会を実施し、会を実施し、会を実施し、ひひひひ            かなかかなかかなかかなか得得得得ににににくいくいくいくい状況状況状況状況ににににああああります。ります。ります。ります。    

ととととりりりり親親親親家家家家庭庭庭庭の方の方の方の方々々々々が、が、が、が、充充充充実した実した実した実した人人人人                家家家家庭庭庭庭にににに引引引引きこもるのではなく、きこもるのではなく、きこもるのではなく、きこもるのではなく、    

生生生生をおをおをおをおくれるよくれるよくれるよくれるよううううにににに努努努努めています。めています。めています。めています。        ひひひひとりとりとりとり親親親親家家家家庭庭庭庭でも社会に出て活でも社会に出て活でも社会に出て活でも社会に出て活躍躍躍躍    

ひひひひとりとりとりとり親親親親のののの家家家家庭庭庭庭はははは、子育、子育、子育、子育てとてとてとてと生生生生            できるよできるよできるよできるよううううな事業をな事業をな事業をな事業を展開し展開し展開し展開しててててまいまいまいまい    

計計計計のののの維持維持維持維持とを一とを一とを一とを一人人人人でででで担担担担わなけれわなけれわなけれわなければばばば            りりりります。ます。ます。ます。                        

                

    

    

            しおじりの商店街を元気にするしおじりの商店街を元気にするしおじりの商店街を元気にするしおじりの商店街を元気にする                        TTTTELELELEL::::080080080080----1056105610561056----8017801780178017 

                                     空き家から始まる商店街の賑わい創出実行委員会 

長長長長野野野野県県県県平平平平均均均均 8.58.58.58.5％％％％を大きくを大きくを大きくを大きく上上上上回回回回                にににに空空空空きききき家家家家をををを借借借借りて、りて、りて、りて、可能可能可能可能なななな限限限限りりりりそそそそ                わいわいわいわい創創創創出につながってきています出につながってきています出につながってきています出につながってきています。。。。    

るるるる空空空空きききき店舗率店舗率店舗率店舗率（（（（21212121....3333％％％％）の）の）の）の大大大大門門門門                        のののの場に場に場に場に身身身身をををを置置置置き、き、き、き、商店街商店街商店街商店街のののの現状現状現状現状やややや            

商店街商店街商店街商店街ににににああああるるるる空空空空き家をき家をき家をき家を借借借借りてりてりてりてスタスタスタスタ            課課課課題題題題をををを身身身身近近近近にににに感じ感じ感じ感じたいといたいといたいといたいというううう思い思い思い思い                

ートしたのが「ートしたのが「ートしたのが「ートしたのが「空空空空き家からき家からき家からき家から始始始始まるまるまるまる            かかかからプらプらプらプロロロロジジジジェクェクェクェクトをスタートさせトをスタートさせトをスタートさせトをスタートさせ            

    商店街商店街商店街商店街のののの賑賑賑賑わいわいわいわい創創創創出プロジ出プロジ出プロジ出プロジェェェェククククトトトト            まままました。した。した。した。            

nanodananodananodananoda（なのだ）」（（なのだ）」（（なのだ）」（（なのだ）」（2222000012121212年年年年 4444                これは、これは、これは、これは、商店街商店街商店街商店街のののの空空空空き家でき家でき家でき家で様々様々様々様々        

月月月月設立設立設立設立）です。）です。）です。）です。                                            ななななプロジプロジプロジプロジェクェクェクェクトをトをトをトを仕掛仕掛仕掛仕掛けているけているけているけている            

nanodananodananodananodaは、は、は、は、2222000011111111年年年年 1111 月か月か月か月か            「「「「三三三三田田田田の家（の家（の家（の家（東京都港東京都港東京都港東京都港区）」のプロ区）」のプロ区）」のプロ区）」のプロ    

らららら始始始始ままままった塩尻市った塩尻市った塩尻市った塩尻市若若若若手手手手職員意見職員意見職員意見職員意見交交交交            ジジジジェェェェククククトを参考にして「実トを参考にして「実トを参考にして「実トを参考にして「実際際際際にににに商商商商            

換換換換会会会会（（（（しおラしおラしおラしおラボボボボ）のメン）のメン）のメン）のメンババババーが中ーが中ーが中ーが中            店街店街店街店街のののの空空空空き家をき家をき家をき家を借借借借りる」ことにりる」ことにりる」ことにりる」ことに至至至至            

心心心心ととととななななり、毎月り、毎月り、毎月り、毎月 1111,000,000,000,000 円円円円を出しを出しを出しを出し            りまりまりまりました。した。した。した。現在現在現在現在では「では「では「では「朝食朝食朝食朝食なのだ」なのだ」なのだ」なのだ」            

合合合合ってってってって１１１１軒軒軒軒のののの空空空空き家をき家をき家をき家を借借借借りて拠点りて拠点りて拠点りて拠点            「「「「ワワワワインなのだ」「インなのだ」「インなのだ」「インなのだ」「空空空空き家をおき家をおき家をおき家をお掃掃掃掃    

ににににしてしてしてしていいいいます。ます。ます。ます。現在現在現在現在では、では、では、では、商店街商店街商店街商店街            除除除除なのだ」のなのだ」のなのだ」のなのだ」の恒例恒例恒例恒例企画も企画も企画も企画も立立立立ちちちち上上上上がががが    

のののの若若若若手手手手後後後後継継継継者も加わり、企画、運者も加わり、企画、運者も加わり、企画、運者も加わり、企画、運            りりりり人人人人とととと人人人人のつながり、のつながり、のつながり、のつながり、人人人人と地域のと地域のと地域のと地域の    

営営営営されされされされてててています。います。います。います。私私私私たちは、実たちは、実たちは、実たちは、実際際際際            つながりをつながりをつながりをつながりを生生生生み、大み、大み、大み、大門商店街門商店街門商店街門商店街のののの賑賑賑賑    

 

 

 

 



 

                    NPONPONPONPO イベントだよりイベントだよりイベントだよりイベントだより        

                                
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

団体名団体名団体名団体名 事業名事業名事業名事業名 総事業費総事業費総事業費総事業費（円）（円）（円）（円）  

特定非営利活動法人特定非営利活動法人特定非営利活動法人特定非営利活動法人 志青塾志青塾志青塾志青塾 シャイニングキッズ３９（さんきゅう）事業シャイニングキッズ３９（さんきゅう）事業シャイニングキッズ３９（さんきゅう）事業シャイニングキッズ３９（さんきゅう）事業 409,000 

特定非営利活動法人特定非営利活動法人特定非営利活動法人特定非営利活動法人    グループグループグループグループ HIYOKOHIYOKOHIYOKOHIYOKO 
タブレット端末の普及による、買い物弱者（ロービジョン、高齢者タブレット端末の普及による、買い物弱者（ロービジョン、高齢者タブレット端末の普及による、買い物弱者（ロービジョン、高齢者タブレット端末の普及による、買い物弱者（ロービジョン、高齢者

など）のネットスーパー利用の拡大事業など）のネットスーパー利用の拡大事業など）のネットスーパー利用の拡大事業など）のネットスーパー利用の拡大事業 
293,000 

持続可能な松本平創造カンパニーわおん持続可能な松本平創造カンパニーわおん持続可能な松本平創造カンパニーわおん持続可能な松本平創造カンパニーわおん♪ 団体の基盤強化事業団体の基盤強化事業団体の基盤強化事業団体の基盤強化事業 299,470 

ココノチカラココノチカラココノチカラココノチカラ プレ・キャリアプログラム事業プレ・キャリアプログラム事業プレ・キャリアプログラム事業プレ・キャリアプログラム事業 297,327 

グレータス食育応援隊グレータス食育応援隊グレータス食育応援隊グレータス食育応援隊 グレータス食育応援事業グレータス食育応援事業グレータス食育応援事業グレータス食育応援事業 260,500 

ひとり親しおじりひとり親しおじりひとり親しおじりひとり親しおじり     町の掲示板設置事業町の掲示板設置事業町の掲示板設置事業町の掲示板設置事業 230,000 空き家から始まる商店街の賑わい創出実行委員会空き家から始まる商店街の賑わい創出実行委員会空き家から始まる商店街の賑わい創出実行委員会空き家から始まる商店街の賑わい創出実行委員会 空き家から始まる商店街の賑わい創出プロジェクト空き家から始まる商店街の賑わい創出プロジェクト空き家から始まる商店街の賑わい創出プロジェクト空き家から始まる商店街の賑わい創出プロジェクト 250,060 

○○○○塩尻市まちづくりチャレンジ事業：発展型ステップアップ塩尻市まちづくりチャレンジ事業：発展型ステップアップ塩尻市まちづくりチャレンジ事業：発展型ステップアップ塩尻市まちづくりチャレンジ事業：発展型ステップアップ    採択７団体採択７団体採択７団体採択７団体 

◇ ココノチカライベントココノチカライベントココノチカライベントココノチカライベント受講者交流会受講者交流会受講者交流会受講者交流会    

日日日日    時：時：時：時：11 11 11 11 月月月月    19 19 19 19 日（火）日（火）日（火）日（火）10 :0010 :0010 :0010 :00～～～～12 :0012 :0012 :0012 :00    

場場場場    所：所：所：所：市民交流センター市民交流センター市民交流センター市民交流センター３階３階３階３階        会議室会議室会議室会議室    301301301301    

対象者：来期プログラム受講希望者対象者：来期プログラム受講希望者対象者：来期プログラム受講希望者対象者：来期プログラム受講希望者    

定定定定    員：員：員：員：15 15 15 15 人人人人    

料料料料    金：無料金：無料金：無料金：無料    託託託託    児：あり児：あり児：あり児：あり（（（（無料無料無料無料））））    

■ おおおお問い合わせ：ココノチカラ問い合わせ：ココノチカラ問い合わせ：ココノチカラ問い合わせ：ココノチカラ    

TEL:TEL:TEL:TEL:050050050050----3699369936993699----7353735373537353    

 発発発発    行行行行                                                                                                                                                                                                                                                                

塩尻市市民交流センター塩尻市市民交流センター塩尻市市民交流センター塩尻市市民交流センター    交流支援課交流支援課交流支援課交流支援課        〒〒〒〒399399399399----0736073607360736    塩尻市大門一番塩尻市大門一番塩尻市大門一番塩尻市大門一番町町町町１２－２１２－２１２－２１２－２    ■■■■TEL:0263TEL:0263TEL:0263TEL:0263----53535353----3350335033503350（内線４２２０（内線４２２０（内線４２２０（内線４２２０））））                    ■■■■EEEE----mail:collabo@po.city.shiojiri.nagano.jpmail:collabo@po.city.shiojiri.nagano.jpmail:collabo@po.city.shiojiri.nagano.jpmail:collabo@po.city.shiojiri.nagano.jp        ■■■■http://enpark.info/http://enpark.info/http://enpark.info/http://enpark.info/    
 編編編編    集集集集                                                                                                                                                                                                                                                                

地域活動応援チーム地域活動応援チーム地域活動応援チーム地域活動応援チーム    えんのわえんのわえんのわえんのわ        〒〒〒〒399399399399----0736073607360736    塩尻市大門一番町１２－２塩尻市大門一番町１２－２塩尻市大門一番町１２－２塩尻市大門一番町１２－２    えんぱーく２階えんぱーく２階えんぱーく２階えんぱーく２階    協働オフィス協働オフィス協働オフィス協働オフィス    わおん♪わおん♪わおん♪わおん♪内内内内    ■■■■TTTTEEEELLLL::::000055550000----3333666633339999----2222333388888888    ■EEEE----mmmmaaaaiiiillll::::eeeennnnnnnnoooowwwwaaaa@@@@hhhhoooottttmmmmaaaaiiiillll....ccccoooo....jjjjpppp    

◇ 働くママの整理整頓術働くママの整理整頓術働くママの整理整頓術働くママの整理整頓術（セミナー）（セミナー）（セミナー）（セミナー）    

日日日日    時：時：時：時：10 10 10 10 月月月月    22 22 22 22 日（火）日（火）日（火）日（火）10:0010:0010:0010:00～～～～12:0012:0012:0012:00    

場場場場    所：所：所：所：市民交流センター市民交流センター市民交流センター市民交流センター４階４階４階４階        会議室会議室会議室会議室 401A401A401A401A    

講講講講    師：熊谷一子師：熊谷一子師：熊谷一子師：熊谷一子さんさんさんさん（整理収納アドバイザー）（整理収納アドバイザー）（整理収納アドバイザー）（整理収納アドバイザー）    

対象者：再就職希望者、起業希望者対象者：再就職希望者、起業希望者対象者：再就職希望者、起業希望者対象者：再就職希望者、起業希望者    

定定定定    員：員：員：員：5 5 5 5 人人人人    料料料料    金：金：金：金：2,0002,0002,0002,000 円円円円    

託託託託    児：あり児：あり児：あり児：あり（（（（無料無料無料無料））））    

■ おおおお問い合わせ：ココノチカラ問い合わせ：ココノチカラ問い合わせ：ココノチカラ問い合わせ：ココノチカラ        TEL:050TEL:050TEL:050TEL:050----3699369936993699----7353735373537353    

◆ 仲間を集めるコツ仲間を集めるコツ仲間を集めるコツ仲間を集めるコツ（セミナー）（セミナー）（セミナー）（セミナー）    

日日日日    時：時：時：時：11111111 月月月月 18181818 日日日日((((月）月）月）月）19191919：：：：00000000～～～～21212121：：：：00000000    

場場場場    所：所：所：所：市民交流センター市民交流センター市民交流センター市民交流センター3333 階階階階    会議室会議室会議室会議室    304,305304,305304,305304,305    

講講講講    師：平島安人師：平島安人師：平島安人師：平島安人さんさんさんさん((((自然エネルギーネットまつもと代表）自然エネルギーネットまつもと代表）自然エネルギーネットまつもと代表）自然エネルギーネットまつもと代表）    
定定定定    員：員：員：員：20202020 人人人人    料料料料    金：無料金：無料金：無料金：無料    

■ おおおお問い合わせ：問い合わせ：問い合わせ：問い合わせ：        

交流支援課交流支援課交流支援課交流支援課    TEL:0263TEL:0263TEL:0263TEL:0263----53535353----3350335033503350    

地域活動応援チーム地域活動応援チーム地域活動応援チーム地域活動応援チーム    えんのわえんのわえんのわえんのわ            TEL:050TEL:050TEL:050TEL:050----3639363936393639----2388238823882388    
◆ パネルディスカッション～協働について語ろう～パネルディスカッション～協働について語ろう～パネルディスカッション～協働について語ろう～パネルディスカッション～協働について語ろう～    

日日日日    時：時：時：時：11111111 月月月月 30303030 日日日日((((土土土土))))    時間未定時間未定時間未定時間未定    

場場場場    所：所：所：所：市民交流センター市民交流センター市民交流センター市民交流センター３階３階３階３階    会議室会議室会議室会議室    304,305304,305304,305304,305    

定定定定    員：員：員：員：20202020 人人人人    

■ おおおお問い合わせ：問い合わせ：問い合わせ：問い合わせ：    

交流支援課交流支援課交流支援課交流支援課    TEL:0263TEL:0263TEL:0263TEL:0263----53535353----3350335033503350    

地域活動応援チーム地域活動応援チーム地域活動応援チーム地域活動応援チーム    えんのわえんのわえんのわえんのわ            TEL:050TEL:050TEL:050TEL:050----3639363936393639----2388238823882388    

◇◇◇◇◆◆◆◆◇◇◇◇１１月は１１月は１１月は１１月は    しおじり協働月間でしおじり協働月間でしおじり協働月間でしおじり協働月間ですすすす◇◇◇◇◆◆◆◆◇◇◇◇    

◆◆◆◆    しおじりまちづくり交流会しおじりまちづくり交流会しおじりまちづくり交流会しおじりまちづくり交流会 2013201320132013    

日日日日    時：時：時：時：11111111 月月月月 16161616 日日日日((((土土土土))))    10:0010:0010:0010:00～～～～15:3015:3015:3015:30                場場場場    所：所：所：所：市民交流センター市民交流センター市民交流センター市民交流センター３階３階３階３階    多目的ホール多目的ホール多目的ホール多目的ホール    他他他他    

内内内内    容：・３階市民サロンへの展示容：・３階市民サロンへの展示容：・３階市民サロンへの展示容：・３階市民サロンへの展示        ・販売（物品、飲食等）・販売（物品、飲食等）・販売（物品、飲食等）・販売（物品、飲食等）    ・活動発表・ピーアール・活動発表・ピーアール・活動発表・ピーアール・活動発表・ピーアール    ・他団体との情報交流・他団体との情報交流・他団体との情報交流・他団体との情報交流    他他他他    

■ おおおお問い合わせ：問い合わせ：問い合わせ：問い合わせ：交流支援課交流支援課交流支援課交流支援課    TEL:0263TEL:0263TEL:0263TEL:0263----53535353----3350335033503350 地域活動応援チーム地域活動応援チーム地域活動応援チーム地域活動応援チーム    えんのわえんのわえんのわえんのわ            TEL:050TEL:050TEL:050TEL:050----3639363936393639----2388238823882388    
◇ ITITITIT よろず相談よろず相談よろず相談よろず相談    
日日日日    時：時：時：時：10101010 月月月月 14141414 日（月）日（月）日（月）日（月）13:0013:0013:0013:00～～～～15:0015:0015:0015:00    

場場場場    所：所：所：所：市民交流センター市民交流センター市民交流センター市民交流センター３３３３階階階階    1111 番壁柱前番壁柱前番壁柱前番壁柱前    

■ おおおお問い合わせ：特定非営利活動法人グループ問い合わせ：特定非営利活動法人グループ問い合わせ：特定非営利活動法人グループ問い合わせ：特定非営利活動法人グループ    HIYOKOHIYOKOHIYOKOHIYOKO    

TEL:TEL:TEL:TEL:0263026302630263----54545454----7226722672267226    

◆ 想いを伝えるコツ（セミナー）想いを伝えるコツ（セミナー）想いを伝えるコツ（セミナー）想いを伝えるコツ（セミナー）    

日日日日    時：時：時：時：11111111 月月月月 11111111 日日日日((((月月月月))))    19:0019:0019:0019:00～～～～21:0021:0021:0021:00    

場場場場    所：所：所：所：市民交流センター市民交流センター市民交流センター市民交流センター3333 階階階階    会議室会議室会議室会議室    304,305304,305304,305304,305    

講講講講    師：小笠原恵美子さん師：小笠原恵美子さん師：小笠原恵美子さん師：小笠原恵美子さん((((長野サマライズセンター長野サマライズセンター長野サマライズセンター長野サマライズセンター))))    

定定定定    員：員：員：員：20202020 人人人人    料料料料    金：無料金：無料金：無料金：無料    

■ おおおお問い合わせ：問い合わせ：問い合わせ：問い合わせ：    

交流支援課交流支援課交流支援課交流支援課    TEL:0263TEL:0263TEL:0263TEL:0263----53535353----3350335033503350    

地域活動応援チーム地域活動応援チーム地域活動応援チーム地域活動応援チーム    えんのわえんのわえんのわえんのわ            TEL:050TEL:050TEL:050TEL:050----3639363936393639----2388238823882388    

                コラムコラムコラムコラム  ～団体のまちづくりチャレンジが始まりました～～団体のまちづくりチャレンジが始まりました～～団体のまちづくりチャレンジが始まりました～～団体のまちづくりチャレンジが始まりました～ 

本本本本年度年度年度年度から、から、から、から、協働協働協働協働のまちのまちのまちのまちづづづづくりくりくりくり基金基金基金基金を活用した「塩尻市まちを活用した「塩尻市まちを活用した「塩尻市まちを活用した「塩尻市まちづづづづくりチャレンジ事業」のくりチャレンジ事業」のくりチャレンジ事業」のくりチャレンジ事業」の募集募集募集募集がががが始始始始まり、まり、まり、まり、５５５５月の月の月の月の公公公公開開開開選選選選考会を考会を考会を考会を経経経経て９て９て９て９団団団団体体体体へへへへ

補助金補助金補助金補助金が交が交が交が交付付付付されています。されています。されています。されています。今回今回今回今回のののの ttttoooottttoooommmmonionionioniは、は、は、は、そそそその中からの中からの中からの中から団団団団体の自体の自体の自体の自立立立立を目を目を目を目指指指指すすすす発展型発展型発展型発展型：：：：スススステテテテップップップップアアアアップ事業に採択されたップ事業に採択されたップ事業に採択されたップ事業に採択された団団団団体の活動の体の活動の体の活動の体の活動の

様様様様子を皆さんにお子を皆さんにお子を皆さんにお子を皆さんにお届届届届けします。事業の実けします。事業の実けします。事業の実けします。事業の実践践践践とともに、とともに、とともに、とともに、各種各種各種各種研修研修研修研修会や交流会および事業報会や交流会および事業報会や交流会および事業報会や交流会および事業報告告告告会等会等会等会等へへへへも参加していただきながら、も参加していただきながら、も参加していただきながら、も参加していただきながら、協働協働協働協働によるまによるまによるまによるま

ちちちちづづづづくりを目くりを目くりを目くりを目指指指指すすすす各各各各団団団団体の体の体の体の今今今今後後後後のチャレンジにご期のチャレンジにご期のチャレンジにご期のチャレンジにご期待待待待ください。ください。ください。ください。11111111 月は「しお月は「しお月は「しお月は「しおじじじじりまちりまちりまちりまちづづづづくり交流会くり交流会くり交流会くり交流会 2222000013131313」をは」をは」をは」をはじじじじめ、市民活動め、市民活動め、市民活動め、市民活動団団団団体育体育体育体育

成講座として「成講座として「成講座として「成講座として「想想想想いを伝えるコいを伝えるコいを伝えるコいを伝えるコツツツツ」「」「」「」「仲間仲間仲間仲間をををを集集集集めるコめるコめるコめるコツツツツ」」」」ワワワワーーーーククククシシシショップの開催など、えんぱーくでは『市民活動支援月ョップの開催など、えんぱーくでは『市民活動支援月ョップの開催など、えんぱーくでは『市民活動支援月ョップの開催など、えんぱーくでは『市民活動支援月間間間間』として』として』として』として様々様々様々様々なななな

イイイイベベベベントをントをントをントを予予予予定定定定しています。どなたでもご参加いただけますので、しています。どなたでもご参加いただけますので、しています。どなたでもご参加いただけますので、しています。どなたでもご参加いただけますので、ぜぜぜぜひひひひおおおお越越越越しください。しください。しください。しください。    


