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立体地形図の会

今回のともに紹介
塩尻子ども劇場
こどもに夢を実現する姿を！プロジェクト実行委員会
でんでんアズマ
ＮＰＯ法人てくてく
立体地形図の会
は、塩尻市がＮＰＯ・市民活動団体とともに
地域の課題解決、活性化に向けて取り組む様子を紹介します。

本来の子どもらしさを取り戻せるように

TEL：0263‑86‑3778(中村)

塩尻子ども劇場
私たち塩尻子ども劇場は、優れた
児童文化の鑑賞と自主的な文化活動
を通して夢と友情と自主性・創造性
をはぐくみ、子ども・親（大人）･
青年がともに健康で豊かな人間に成
長することを目的として1983年に発
足しました。発足以来一貫して、「
子どもに優れた生の舞台芸術を届け
たい」「子どもたちの仲間集団を作
り、自主性・民主制・創造性を育て
たい」｢地域にひとりぼっちの子育
てをなくしたい」という願いの元、
活動を続けてきました。
昨年度、会員だけでなくより多く
の皆さんに、上質な生の舞台芸術に
触れていただき、楽しんでいただけ
るように市民交流センター提案公募
事業制度を活用し、子育て講演会を
開催し、人形劇を上演しました。人
形劇は会場の多目的ホールいっぱい

に130名以上の方々に観ていただき
ました。
さらに今年度も提案公募事業制度
を活用し、来る１月26日にえんぱー
くの多目的ホールで人形劇団「どむ
ならん」による人形劇「にゃーご」
を上演します。この作品は「おとう
さんはウルトラマン」や「おまえう
まそうだな」でお馴染みの宮西達也
さん原作の絵本を元に人形劇団「ど
むならん」が生き生きとした人形劇
に仕立ててくれた作品です。上演後
人形劇のミニワークショップも予定
しています。
人形劇団「どむならん」の願いは
子どもたちが本来の子どもらしさを
取り戻して、夢と希望を持って未来
を築いていけるような、そんな地域
文化の発展を願い、人形劇の創造活
動を通して人々のつながりを深め広

夢を追う感動を知ってもらうことをめざして

げていくことだそうです。
この素晴らしい「どむならん」の
人形劇をひとりでも多くの方に観て
楽しんでいただきたく、塩尻子ども
劇場が中心になり、子育てサークル
や、読み聞かせボランティアグルー
プの方々と共に実行委員会を作り、
上演に向けての準備をしてきました
。当日はより多くの皆様の参加をお
待ちしております。

TEL：090‑4026‑4261(山田)

こどもに夢を実現する姿を！プロジェクト実行委員会
不況や暗いニュースが多く、将来
に不安を感じたり、希望を持つこと
ができないという子がいます。子ど
もにとっても、大人にとっても夢や
目的をもち、それに向かって努力す
ることは生き甲斐につながり、充実
した日々を送る第一歩です。
そこで、子どもや若者が多く集ま
っているえんぱーくを会場にして、
夢を追いかけて頑張っている姿を見
てもらい、夢を追う感動を知っても
らうことをめざして活動をしていま
す。その代表として、アンテロープ
塩尻の選手たちと塩尻発の地域応援
アイドル「Dolls」がコラボしまし
た。
アンテロープ塩尻のトップチーム
は、現在、北信越フットボールリー
グ１部に所属。ＪＦＬへの昇格を視
野に入れ、日々の練習に励んでいま
す。Dollsは、大門商店街等で開催

コラム

されるイベントのMCをつとめ、イベ
ントの盛り上げと、地域の活性化を
目指し活動をしています。この二組
と塩尻の元気を伝えるインターネッ
ト放送部「しおじり.iBC」の協力を
得て、インターネットを活用したト
ーク番組を展開しています。
毎月第３月曜日の夜にUstreamで
放送している「Dreaming!!」。夢を
目指したきっかけや、頑張っていて
感動したこと、一年後の自分の目標
等々を話し合っています。
「サッカーが好きという気持ちや
、サポーターの声、そして、上手く
いかなかったときの悔しさ、次はも
っと上手くできるように頑張ろうと
いう気持ちがパワーの源になってい
る」という話や、「良いメンバーに
恵まれているので、個人としてのプ
ロになるよりも、今は自分たちのチ
ームをトップレベルにあげていきた

〜市民開放型職員研修

１月１０日（木）前消費者庁長官
の中央学院大学福嶋浩彦教授の講演
会がありました。福嶋氏は千葉県我
孫子市の市議会議員や市長、内閣府
参与として地方行政や国政にも携わ
ってきましたが、それ以前は、市民
活動にも参加され、常に市民目線に
立った「公共」を様々な立場から提
唱してきています。会場でも熱い講
演を聴くことができました。
「市民開放型職員研修」は、市民

い」といった話が展開されています
ので、ぜひご覧ください。
また、２月11日（祝）には、実際
に子どもたちと交流し、夢を追いか
ける面白さを体験してもらえる企画
をおこなう予定です。
Dreaming!! 毎月第３月曜日
20:30より
http://www.ustream.tv/channel/dr
eaming1

前消費者庁長官講演会「公共はすべて市民のもの」講演会〜

の皆さんとともにまちをつくってい
くために、同一目線、同一レベルで
の推進が必要と思われる事項につい
て、市の職員研修を市民の皆さんに
も開放し、新たなリーダーの育成に
つなげていこうと、今回はじめて実
施したものです。ご参加いただいた
市民のみなさんからは、意識や課題
の共有ができた、新しいまちづくり
への参加のきっかけができたなどの
声をいただいております。今後もこ

のようなオープン型の研修会を実施
していきたいと思いますので、皆さ
んも是非ご参加ください。

｢雨ニモマケズ｣朗読大会＆イーハトーブへの想い

TEL：080‑5143‑8669(東)

でんでんアズマ
「雨ニモマケズ」という詩・・こ
の詩に触れる機会を作りたいと、今
まで４回のイベントを実施してきま
したが、朗読大会という形にして今
回で２回目でした。
この詩は宮澤賢治の作品ですが、
学校で教材として取り上げられてい
る詩ですから、ほとんどの方はご存
知の事と思います。彼はこの詩を世
に出したいと思って書いたものでは
なく、自分の想いとして小さな手帳
に書きしるしたもので、没後に発見
され知られる様になりました。そし
て、この詩にはモデルがいたのでは
と言われています。それは、同じ岩
手県･花巻に住み、賢治とは20歳も
年上の｢齊藤宗次郎｣という人です。
｢雨ニモマケズ｣を生きた彼の生き様
に、賢治は強く惹かれていたのでは
ないかと言われています。

「雨ニモマケズ」。その賢治の想
いは、その心の内を彼ならではの卓
越した表現で綴られていて、それを
読む人々に多くのものを伝えます。
また、「イーハトーブへの想い」と
いう副題は、賢治の心象風景で「理
想郷」を意味する造語「イーハトー
ブ」に由来します。
この朗読会イベントは、この詩に
触れ、個人個人が受け取るその心を
大事にしたいと考えました。ですの
で、名称は朗読大会とありますが、
基本的に朗読の巧さを競うものでは
なく、朗読する人・それを聴く人そ
れぞれが感じるその想いを持ち帰っ
てもらう事に期待する、そんな機会
の提供と考えています。そして、賢
治の故郷・岩手県（花巻市）との文
化や人の交流を通して、その風土を
感じ、以てそれぞれが自ら及び自ら

の故郷を顧みる機会としたいと思っ
ています。
このイベントが今後も継続し、こ
こ塩尻から賢治の心が広がり伝わっ
ていくことを期待していますが、未
だ少人数のスタッフでの運営です。
この企画に興味があり賛同して頂け
る方がおられましたら、是非、ご連
絡頂きご協力頂ければ幸いです。

歩く速度でくらしたい

TEL：0263‑34‑0611

ＮＰＯ法人てくてく
私たちは、「歩く速度でくらした
い」との想いから、精神障害者や家
族・支援者有志による任意団体ＳＴ
Ｓ（障害者自律支援てくてく運営委
員会）を平成15年に設立し精神障害
者の日常生活を支えるための「憩い
の家てくてく」や、社会参加・就労
支援のための「共同作業所」を中心
に「誰もが可能性を発揮して意義あ
る人生を送る」というノーマライゼ
ーションの思想に基づいた地域活動
を行ってまいりました。誰もが安心
して地域生活を送れるような社会参
加の促進を目指して18年にＮＰＯの
法人格を取得後、塩尻市内に｢グル
ープホームてくてく｣を開所致しま
した。10年を経て､十分整備されて
いるとはいえない｢てくてく｣の活動

において､障害の程度に関係なく活
き活きと過ごしている姿を見るとき
保護 ではなく 機会 を与え合
う事のすばらしさや、社会生活のな
かで養われる 人間性 の大切さを
深く感じます。そしてこの活動を様
々な資源との連携や協働により深め
たいと感じ24年4月7日「相談支援事
業所てくてく」をグループホームの
隣に開所しました。いつでも好きな
ときに利用できるホッとできる空間
でご希望の支援を一緒に考え、心豊
かに暮らしていけるようお手伝いし
たいと考えています。
また今回は、平成24年度塩尻市協
働のまちづくり基金提案公募事業の
制度を活用し、「市民との交流 相
談支援事業てくてくお茶飲み交流会

塩尻の魅力を発見してほしい！

」を開催しています。平成24年８月
より毎月第４火曜日に開催し、映画
鑑賞や卓球、クリスマス会などを行
いました。また、情報発信を通した
市民への啓発として、「てくてく通
信」と「てくてくだより」の発行を
行いました。興味のある方ぜひご参
加下さいね。

※表紙の団体

TEL：0263‑52‑2531（鈴木）

立体地形図の会
えんぱーくに展示されている「立
体地形図」をご存知ですか。信濃川
の水源、日本の真ん中にある塩尻市
の姿を形にしたくて、「下西条みど
りの会」が中心になって、立体地形
図づくりに取り組み、5年掛かりで
完成したものです。
えんぱーく開館と同時に、3階に
置かれています。市境、川の流れ、
中央分水嶺を毛糸で示しています。
緑豊かできれいな水に恵まれ、中山
道､中央本線､中央自動車道が通り、
交通や流通の要である塩尻を、もっ

と知りたい、魅力を発見したいと映
像づくりを始めました。
平成24年4月､塩尻市市民交流セン
ター提案公募事業の制度を活用し、
「立体地形図の会・映像プロジェク
ト」をスタートし、立体地形図映像
の制作中です。
イントロ編（塩尻市全体の紹介、
街の今昔、防災マップなど）､街道
編（中山道を中心に）､中央分水嶺
編､ＪＲ中央線編､遺跡編を試作し、
11月20日に「地形図が語る塩尻の魅
力」という特別試写会を催し大好評

でした。
私たちは、映像が立体地形図とと
もに、
１.小中学校の学習教材
２．観光、商工振興
３．ロマン大学
など、生涯学習に役立つことを願っ
ています。
市民のみなさんが映像をご覧にな
って塩尻の魅力をたくさん見いだし
て欲しいと思います。映像づくりに
参加したい方、お集まりください。

NPOイベント便り
相談支援事業所てくてく

お茶飲み交流会

プレーパークin塩尻

日 程：２月26日、３月26日(毎月第４火曜日)
時 間：13:30〜16:00
場 所：相談支援事業所てくてく
参加費：お茶代のみ実費
■問合せ：NPO法人てくてく
TEL：090‑4029‑8540(桑原)

日
時
場

岩手・花巻「雨ニモマケズ」朗読大会ツアー

四十谷隆司 ギターコンサート

日
内

日 程：６月29日(土)
時 間：13:30〜 （予定）
場 所：塩尻市民タイムスホール
参加費：1,500円（予定）
内 容：ギタリスト四十谷隆司によるソロコンサート

程：２月９日(土)〜２月11日(祝・月)
容：花巻市で行われる「雨ニモマケズ」朗読
全国大会の鑑賞または参加
宮沢賢治に掛かるスポット巡り、名所観光
※詳細はお問い合わせを

程：２月23日、３月23日(毎月第４土曜日)
間：10:00〜15:00
所：塩尻北部公園(塩尻短歌館西側)
※申込不要・参加無料
■問合せ：冒険遊び場を塩尻につくろう会
TEL：090‑5546‑9254(堀川)

■問合せ：でんでんアズマ
TEL：080‑5143‑8669 E‑mail：denden‑azuma@denden.p001.jp

Dreaming!!(インターネット番組)

えんむすびプロジェクト制作発表会

日
時
場

程：２月18日､３月18日（月）
間：20:30〜21:00
所：えんぱーくより放送
※http://www.ustream.tv/channel/dreaming1
■問合せ：こどもたちに夢を実現する姿を！
プロジェクト実行委員会
TEL：090‑4026‑4261(山田)

日 程：２月17日(日)
場 所：えんぱーく5階 イベントホール
参加費：100円
持ち物：エプロン、三角巾
■問合せ：NPO法人グループHIYOKO
TEL/FAX：0263‑54‑7226

iPad講演会＆勉強会

モザイク講座〜バレンタインの焼き菓子教室〜

日
時

程：２月23日(土)
間：講演会 10:00〜12:30
勉強会 13:30〜16:00
場 所：えんぱーく4階 401会議室
参加費：無料
■問合せ：NPO法人グループHIYOKO
TEL/FAX：0263‑54‑7226

日 程：２月３日(日)
時 間：10:00〜12:00
場 所：えんぱーく3階 食育室
参加費：100円
対 象：小学生以上（定員15名）
持ち物：エプロン、マスク、三角巾
■問合せ：りある
TEL：090‑6798‑4882(遠藤)

げんすけ祭り

青い空フェスティバル

日 程：２月11日（祝・月）
時 間：10:30〜15:00
場 所：えんぱーく3階 市民サロン
※参加無料（有料ブースあり）
内 容：市民活動団体の展示/クラフトコーナー
実験コーナー/健康・美容コーナー
■問合せ：持続可能な松本平創造カンパニーわおん♪
TEL/FAX：0263‑87‑3005

日 程：２月11日（祝・月）
時 間：9:00〜11:30
場 所：えんぱーく2階 203・204号室
※参加無料
■問合せ：青い空
TEL：090‑4153‑5718

E‑mail：hiyoko@ghiyoko.net

E‑mail：waon@ac.auone‑net.jp

信州しおじりキャラクター総選挙
日 程：２月２日（日）〜２月17日（日）
場 所：えんぱーく3階 市民サロン
塩尻市観光センター
※Facebookでも投票できます。
開 票：２月17日（日）19:30〜
■問合せ：持続可能な松本平創造カンパニーわおん♪
TEL/FAX：0263‑87‑3005
E‑mail：waon@ac.auone‑net.jp

E‑mail：hiyoko@ghiyoko.net
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