
自分たちで地域づくりを
特定非営利活動法人ビレッジならかわ

目の不自由な人のために情報を提供
塩尻朗読ボランティアグループ

読み聞かせで触れ合いの時間を！豊かな心を！
塩尻市民読書の会

「自閉症」って、そーナンダ！
自閉症を知ろう・感じよう・考えよう実行委員会

いろいろな人や活動が集いにぎわう
持続可能な松本平創造カンパニーわおん♪

コラム　～えんぱーく２階のフリーコミュニティは、市民活動優先スペースです！～

　｢自閉症｣は、言葉としては次第に
知られるようになってきましたが、
その文字から鬱や引きこもりといっ
た心の病と混同されるなど、なかな
かその実際を知っていただけていま
せん。私たちは自閉症について市民
の皆さんの理解と共感を深めていた
だける機会を提供しようと、昨年か
ら活動を始めました。メンバーは当
事者の家族や支援者、専門家、一般
市民（自閉症について良く知らない
人も）など多様で、新たな参加者は
いつでも大歓迎です。
　今年は自己資金の確保に奔走しな
がら、県の「地域発元気づくり支援
金」と塩尻市の「協働のまちづくり
提案公募事業補助金」を活用し、５
つの事業を行っています。８月には
レザンホールで「ぼくはうみがみた
くなりました」の上映会（県補助事
業）を、11月にはえんぱーくで９日

間にわたり「酒井慶二郎さん絵画展
Ⅰ｣(市補助事業）を開催しました。
この絵画展ではえんぱーくの建物と
しての特徴を活かし、室内よりも市
民サロンに多くの作品を展示し、
DVDの上映も行いました。南面の明
るい陽のさす場所では本人による似
顔絵製作をし、金曜の晩には多目的
ホールでトーク＆ミニコンサートも
開催するなど、空間的広がりを使っ
て内容的にも広がりを持たせた企画
としました。どちらも500人を超え
る皆さんに大変喜んでいただくこと
ができ、うれしく思っております。
　12月には講演会「発達障害を取り
巻く最新情報」（保健福祉センター
）と「星の国から孫ふたり」の上映
会（レザンホール）、「酒井慶二郎
さん絵画展Ⅱ」（総文）を開催しま
す（県補助事業）。
　当事者の芸術作品や、自閉症につ

いて描かれた映画を鑑賞していただ
き、知識はもちろん、感覚的にも自
閉症を「感じる」ことで理解と共感
を深めていただけたら幸せです。　
また、事業の実施を通じて会員数を
拡大し、行政や学校、社協、ＮＰＯ
法人などの関係機関等と連携を深め
ながら、誰もが安心して暮らせる福
祉のまちをともに作っていきたいと
願っています。

 わおん♪は、大きく分けて2つの柱
で活動をしています。ひとつは、環
境教育・子どもの体験活動で、子ど
もたちと自然の中で活動したり、工
作したり、キャンプをしたりしてい
ます。もうひとつが、地域コーディ
ネート事業です。子どもから大人ま
でみんなが、より活発に、積極的に
過ごせることを目指して活動してい
ます。具体的には、地域で頑張って
いる人や団体を情報誌やインターネ
ットで紹介したり、活動のスキルア
ップの講座を開催したり、交流して
つながっていけるように交流会を開
催したりメーリングリストを運用し
ています。
 地域コーディネート事業の一環で
行なっている、塩尻の元気を伝える
情報誌「げんすけがゆく」。2009年
9月に創刊し、3ヶ月から4ヶ月に1回
の頻度で発行しています。子どもと

環境を切り口に、塩尻市周辺地域の
取り組みや団体、人を紹介していま
す。現在12号まで発行しています。
情報誌には様々な人や団体・活動が
掲載されており、現在までに約90団
体になっています。
　そこで、塩尻市協働のまちづくり
提案公募事業の制度を活用して、情
報誌に掲載された人や団体と、情報
誌を読んでいる読者との交流の場「
げんすけ祭り」を企画しました。実
際に活動している人と会い、地域活
動に参加するきっかけになればと考
えました。平成23年度より始まった
事業で、今年度が2回目の開催にな
ります。23年度は、出展団体18団体
参加者100名でした。さらに広げて
、にぎやかなお祭りにしたいと、今
年度は有志の実行委員とともに、よ
り多くの人が楽しめ活動団体のＰＲ
になるように工夫をこらして企画を

つくっています。毎年2月11日の定
例イベントにして、みんなに楽しみ
にしてもらえるようにしたいと考え
ています。ぜひ多くの人に足を運ん
でいただきたいと思います。

　市民交流センターのフリーコミュ
ニティは、打合せ、お茶会、イベン
ト、作業など、団体の活動・交流場
所として無料で利用することができ
ます。また、団体の活動紹介(展示)
やパンフレットスタンドでイベント
等の案内もできます。
　机･イス･展示場所を予約して利用
することができます。利用時間は、
午前９時～午後10時です。利用の希
望がありましたら、市民活動支援課

までお問い合わせください。
　皆さんのご利用をお待ちしており
ます。

　私達は『自分達の出来る事は自分
達で』をスローガンに地域づくりを
行っています。健康福祉事業部（共
同作業所・福祉移送等）､環境事業
部（国道のゴミ拾いや不法投棄の監
視、森林体験）､ＩＴ事業部（パソ
コン教室や塩尻市民ポータルサイト
「しおじりひろば」の運営､人材活
用事業部（中学生による雪かきボラ
ンティア・共同作業所の商品企画等
）､フィルムコミッション事業部（
塩尻・木曽フィルムコミッションに
よる、映画・テレビドラマ・ＣＭ等
のロケーション誘致・支援活動の窓
口）の地域に密着した活動を積極的
に行っています。
　塩尻市協働のまちづくり提案公募
事業では『広域コミュニケーション
機器実践事業』として無線機を購入
させていただきました。

従来のトランシーバーは見通しでき
る距離での通信のみ可能でしたが、
広いエリアでの通信が可能な無線機
を購入し利用することで、各事業部
での便宜が格段にあがりました。
　ＦＣ事業部では、撮影時およびシ
ナハン・ロケハン等で撮影者側との
コミュニケーション手段として円滑
な支援が可能となりました。撮影時
の優良なサポート体制が確保でき信
用力があがっております。
　環境事業部では、国道１９号環境
ウォーキング（地域住民参加のごみ
拾い）や不法投棄のパトロールなど
広範囲での作業では回収作業（トラ
ックの誘導や人員の異動など）が容
易となり効率があがりました。
　全体活動では、当ＮＰＯは塩尻市
社会福祉協議会との災害協定を結ん
でおり、楢川地域で災害が発生した

場合ボランティアセンターを立ち上
げることとなっています。災害時の
固定電話および携帯電話の使用不可
能となった際でも被災地とコミュニ
ケーション機器として活躍すること
が期待できます。通常は各地区の理
事が持ち、緊急時に備えています。

　私たちの活動は、目の不自由な人
に声で情報をお伝えすることです。
具体的には、「広報しおじり｣と新
聞記事を、毎月２回カセットテープ
やＣＤに録音して、目の不自由な人
（利用者さん）に郵送しています。
また、利用者さんが希望する図書を
テープに録音したり、ＪＡの有線放
送を利用して毎月２回民話や詩､エ
ッセイなどを放送しています。それ
から、利用者さんの自宅や近くの公
民館に行って、直接対面して希望す
る図書などを読んでいます。
　平成24年度は、協働のまちづくり
提案公募事業補助金を活用して、パ
ソコン等の機器を整備し、｢広報し
おじり｣のＣＤ録音に取り組んでい
ます。塩尻市秘書広報課の要請を受

けて「広報しおじり」の「くらしの
情報」「検診と相談等」とその他の
相談、えんぱーくとレザンホールの
情報などをＣＤ録音し提供していま
すが、ゆくゆくは広報全部をＣＤ化
し、さらに新聞記事や図書のＣＤ録
音にも取り組んでいきたいと考えて
います。そのために、10月以降３回
にわたってＣＤ録音に必要なパソコ
ン操作や編集のしかたについて学習
会を行なっています。
　私たちのＣＤを聞くためには利用
者さんにプレクストークという機器
を用意してもらう必要があり、その
購入の手続き（補助金の申請など）
の手助けをしています。
　もう一つの取り組みである目の不
自由な人との交流会を、ふれあいセ

ンター洗馬を会場にして行ないまし
た。利用者さんの出席は７名でした
が、私たちが届けている朗読テープ
やＣＤについて、また対面朗読につ
いて意見を交換しました。塩尻尺八
同好会の演奏や皆の歌などもあり、
楽しい一日でした。

　私達は、年間を通して子育て支援
センター,図書館,児童館,小学校等
で読み聞かせ活動を行っています。
　毎月定例会で選本や読み方の学習
をしたり各種研修会に参加したりし
て、スキルアップに努めています。
　本年度は、市民の皆さんに読書に
親しんでいただくことを願い、市民
交流センター提案公募事業補助を活
用して「絵本原画展＆歌と朗読コン
サート」を開催しました。
　絵本原画展は、宮沢賢治作・高野
玲子画の2作品29点を展示。絵本で

は味わえない趣ある本物の作品を鑑
賞していただき、多くの方から「塩
尻では原画に接する機会が少ないの
でとても良かった｡｣との声を頂きま
した。観賞用のパンフレットに、図
書館所蔵の二人の作品リストを載せ
て図書館利用の促進も図りました。
　歌と朗読コンサートは、森のおう
ちお話の会の皆さんによる歌2曲、
詩と朗読劇２編ずつで、どれも宮沢
賢治の作品でした。
　歌は美しい情景を彷彿させ、詩と
朗読劇は黙読とは違う味わいで物語

の世界に誘ってくださいました。
　コンサートに参加された皆さんが
朗読の心地良さを味わい、家庭で本
を読んであげようを思ってくださっ
たらこれ以上の喜びはありません。
家族の触れ合いが深まり、子どもの
心が満たされ、言葉をイメージする
力が育まれて読書力をつけることが
期待されるからです。
　読み聞かせボランティアにとって
も大いに勉強になりました。読書活
動の推進に一層努めてまいります。

※表紙の団体

TEL：090-4725-1789(武居)

TEL：0263-53-1454(上原)

TEL：0263-53-8339

TEL：0264-34-1177

TEL：0263-87-3005
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今回のともに紹介

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。
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塩尻市民読書の会

NPOイベント便り

人形劇団どむならんによる人形劇「にゃーご」

日　程：平成25年1月26日(土)
時　間：開演11:00
場　所：えんぱーく3階多目的ホール
参加費：4才以上1人500円／3才以下無料
■問合せ：塩尻子ども劇場
　　　　　TEL/FAX：0263-86-3778（中村）

プレーパークin塩尻

日　程：12月22日、平成25年１月28日(毎月第４土曜日)
時　間：10:00～15:00　　　　　
場　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)

Dreaming!!(インターネット番組)

日　程：12月17日､平成25年１月21日(毎月第３月曜日)
時　間：20:30～21:00
場　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)

大人のえんぱーくクリスマス

日　程：12月15日(土)
時　間：18:00～20:00
場　所：えんぱーく5階　イベントホール
参加費：2,000円(プレゼント付)　　　
■問合せ：えんぱーくらぶ　塩尻市市民活動支援課内

　　　　　TEL：0263-53-3350

DVD上映会「スノーホワイト」

日　程：１月６日(日)
時　間：10:30～12:30
場　所：えんぱーく3階　多目的ホール
参加費：100円（交流会費）
■問合せ：りある
　　　　　TEL：090-6798-4882(遠藤)

発行

塩尻市市民交流センター　市民活動支援課

〒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

編集
持続可能な松本平創造カンパニーわおん♪

酒井慶二郎さん絵画展２

日　程：12月13日(木)～12月16日(日)
場　所：塩尻総合文化センター講堂
　　　　※入場無料

映画～星の国から孫ふたり～

日　程：12月16日(日)　
時　間：13:00～
場　所：塩尻市レザンホール　大ホール
参加費：前売り大人800円/中高生500円/小学生以下無料

■問合せ：自閉症を知ろう・感じよう・考えよう実行委員会　
　　　　　TEL：090－4725－1789(武居)　　090-4181-5671(宮尾)　

えんむすび総選挙

日　程：12月14日(金)～12月27日(木)
場　所：えんぱーく3階　市民サロン
　　　　※ホームページでも投票可能
          http://enmusubi.cocokara.shiojiri.com/
■問合せ：NPO法人グループHIYOKO
 　　　　 TEL/FAX：0263-54-7226
　　　　  E-mail：hiyoko@ghiyoko.net

リメイク講座
日 程：12月１日（土）
時 間：13:30～15:00
場 所：えんぱーく2階　フリーコミュニティ
 　　　※事前申し込み・参加費100円
■問合せ：りある
　　　　　TEL：090-6798-4882(遠藤)

手作り絵本講座

日　程：12月８日(土)　
時　間：13:30～15:30
場　所：えんぱーく2階　フリーコミュニティ
　　　　※事前申し込み・参加費1500円

〒399-0704　塩尻市広丘郷原685
TEL：0263-87-3005
E-mail:waon@ac.auone-net.jp

塩尻市民読書の会

パソコンでクリスマスカードや小物を作ろう！

日　程：12月９日(日)
時　間：13:00～15:00
場　所：えんぱーく2階　ICTルーム
　　　　※予約不要
■問合せ：NPO法人グループHIYOKO
 　　　　 TEL/FAX：0263-54-7226
　　　　  E-mail：hiyoko@ghiyoko.net
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環境を切り口に、塩尻市周辺地域の
取り組みや団体、人を紹介していま
す。現在12号まで発行しています。
情報誌には様々な人や団体・活動が
掲載されており、現在までに約90団
体になっています。
　そこで、塩尻市協働のまちづくり
提案公募事業の制度を活用して、情
報誌に掲載された人や団体と、情報
誌を読んでいる読者との交流の場「
げんすけ祭り」を企画しました。実
際に活動している人と会い、地域活
動に参加するきっかけになればと考
えました。平成23年度より始まった
事業で、今年度が2回目の開催にな
ります。23年度は、出展団体18団体
参加者100名でした。さらに広げて
、にぎやかなお祭りにしたいと、今
年度は有志の実行委員とともに、よ
り多くの人が楽しめ活動団体のＰＲ
になるように工夫をこらして企画を

つくっています。毎年2月11日の定
例イベントにして、みんなに楽しみ
にしてもらえるようにしたいと考え
ています。ぜひ多くの人に足を運ん
でいただきたいと思います。

　市民交流センターのフリーコミュ
ニティは、打合せ、お茶会、イベン
ト、作業など、団体の活動・交流場
所として無料で利用することができ
ます。また、団体の活動紹介(展示)
やパンフレットスタンドでイベント
等の案内もできます。
　机･イス･展示場所を予約して利用
することができます。利用時間は、
午前９時～午後10時です。利用の希
望がありましたら、市民活動支援課

までお問い合わせください。
　皆さんのご利用をお待ちしており
ます。

　私達は『自分達の出来る事は自分
達で』をスローガンに地域づくりを
行っています。健康福祉事業部（共
同作業所・福祉移送等）､環境事業
部（国道のゴミ拾いや不法投棄の監
視、森林体験）､ＩＴ事業部（パソ
コン教室や塩尻市民ポータルサイト
「しおじりひろば」の運営､人材活
用事業部（中学生による雪かきボラ
ンティア・共同作業所の商品企画等
）､フィルムコミッション事業部（
塩尻・木曽フィルムコミッションに
よる、映画・テレビドラマ・ＣＭ等
のロケーション誘致・支援活動の窓
口）の地域に密着した活動を積極的
に行っています。
　塩尻市協働のまちづくり提案公募
事業では『広域コミュニケーション
機器実践事業』として無線機を購入
させていただきました。

従来のトランシーバーは見通しでき
る距離での通信のみ可能でしたが、
広いエリアでの通信が可能な無線機
を購入し利用することで、各事業部
での便宜が格段にあがりました。
　ＦＣ事業部では、撮影時およびシ
ナハン・ロケハン等で撮影者側との
コミュニケーション手段として円滑
な支援が可能となりました。撮影時
の優良なサポート体制が確保でき信
用力があがっております。
　環境事業部では、国道１９号環境
ウォーキング（地域住民参加のごみ
拾い）や不法投棄のパトロールなど
広範囲での作業では回収作業（トラ
ックの誘導や人員の異動など）が容
易となり効率があがりました。
　全体活動では、当ＮＰＯは塩尻市
社会福祉協議会との災害協定を結ん
でおり、楢川地域で災害が発生した

場合ボランティアセンターを立ち上
げることとなっています。災害時の
固定電話および携帯電話の使用不可
能となった際でも被災地とコミュニ
ケーション機器として活躍すること
が期待できます。通常は各地区の理
事が持ち、緊急時に備えています。

　私たちの活動は、目の不自由な人
に声で情報をお伝えすることです。
具体的には、「広報しおじり｣と新
聞記事を、毎月２回カセットテープ
やＣＤに録音して、目の不自由な人
（利用者さん）に郵送しています。
また、利用者さんが希望する図書を
テープに録音したり、ＪＡの有線放
送を利用して毎月２回民話や詩､エ
ッセイなどを放送しています。それ
から、利用者さんの自宅や近くの公
民館に行って、直接対面して希望す
る図書などを読んでいます。
　平成24年度は、協働のまちづくり
提案公募事業補助金を活用して、パ
ソコン等の機器を整備し、｢広報し
おじり｣のＣＤ録音に取り組んでい
ます。塩尻市秘書広報課の要請を受

けて「広報しおじり」の「くらしの
情報」「検診と相談等」とその他の
相談、えんぱーくとレザンホールの
情報などをＣＤ録音し提供していま
すが、ゆくゆくは広報全部をＣＤ化
し、さらに新聞記事や図書のＣＤ録
音にも取り組んでいきたいと考えて
います。そのために、10月以降３回
にわたってＣＤ録音に必要なパソコ
ン操作や編集のしかたについて学習
会を行なっています。
　私たちのＣＤを聞くためには利用
者さんにプレクストークという機器
を用意してもらう必要があり、その
購入の手続き（補助金の申請など）
の手助けをしています。
　もう一つの取り組みである目の不
自由な人との交流会を、ふれあいセ

ンター洗馬を会場にして行ないまし
た。利用者さんの出席は７名でした
が、私たちが届けている朗読テープ
やＣＤについて、また対面朗読につ
いて意見を交換しました。塩尻尺八
同好会の演奏や皆の歌などもあり、
楽しい一日でした。

　私達は、年間を通して子育て支援
センター,図書館,児童館,小学校等
で読み聞かせ活動を行っています。
　毎月定例会で選本や読み方の学習
をしたり各種研修会に参加したりし
て、スキルアップに努めています。
　本年度は、市民の皆さんに読書に
親しんでいただくことを願い、市民
交流センター提案公募事業補助を活
用して「絵本原画展＆歌と朗読コン
サート」を開催しました。
　絵本原画展は、宮沢賢治作・高野
玲子画の2作品29点を展示。絵本で

は味わえない趣ある本物の作品を鑑
賞していただき、多くの方から「塩
尻では原画に接する機会が少ないの
でとても良かった｡｣との声を頂きま
した。観賞用のパンフレットに、図
書館所蔵の二人の作品リストを載せ
て図書館利用の促進も図りました。
　歌と朗読コンサートは、森のおう
ちお話の会の皆さんによる歌2曲、
詩と朗読劇２編ずつで、どれも宮沢
賢治の作品でした。
　歌は美しい情景を彷彿させ、詩と
朗読劇は黙読とは違う味わいで物語

の世界に誘ってくださいました。
　コンサートに参加された皆さんが
朗読の心地良さを味わい、家庭で本
を読んであげようを思ってくださっ
たらこれ以上の喜びはありません。
家族の触れ合いが深まり、子どもの
心が満たされ、言葉をイメージする
力が育まれて読書力をつけることが
期待されるからです。
　読み聞かせボランティアにとって
も大いに勉強になりました。読書活
動の推進に一層努めてまいります。

※表紙の団体

TEL：090-4725-1789(武居)

TEL：0263-53-1454(上原)

TEL：0263-53-8339

TEL：0264-34-1177

TEL：0263-87-3005
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今回のともに紹介

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。

特定非営利活動法人ビレッジならかわ

持続可能な松本平創造カンパニーわおん♪

自閉症を知ろう・感じよう・考えよう実行委員会

塩尻朗読ボランティアグループ

塩尻市民読書の会

NPOイベント便り

人形劇団どむならんによる人形劇「にゃーご」

日　程：平成25年1月26日(土)
時　間：開演11:00
場　所：えんぱーく3階多目的ホール
参加費：4才以上1人500円／3才以下無料
■問合せ：塩尻子ども劇場
　　　　　TEL/FAX：0263-86-3778（中村）

プレーパークin塩尻

日　程：12月22日、平成25年１月28日(毎月第４土曜日)
時　間：10:00～15:00　　　　　
場　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)

Dreaming!!(インターネット番組)

日　程：12月17日､平成25年１月21日(毎月第３月曜日)
時　間：20:30～21:00
場　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)

大人のえんぱーくクリスマス

日　程：12月15日(土)
時　間：18:00～20:00
場　所：えんぱーく5階　イベントホール
参加費：2,000円(プレゼント付)　　　
■問合せ：えんぱーくらぶ　塩尻市市民活動支援課内

　　　　　TEL：0263-53-3350

DVD上映会「スノーホワイト」

日　程：１月６日(日)
時　間：10:30～12:30
場　所：えんぱーく3階　多目的ホール
参加費：100円（交流会費）
■問合せ：りある
　　　　　TEL：090-6798-4882(遠藤)

発行

塩尻市市民交流センター　市民活動支援課

〒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

編集
持続可能な松本平創造カンパニーわおん♪

酒井慶二郎さん絵画展２

日　程：12月13日(木)～12月16日(日)
場　所：塩尻総合文化センター講堂
　　　　※入場無料

映画～星の国から孫ふたり～

日　程：12月16日(日)　
時　間：13:00～
場　所：塩尻市レザンホール　大ホール
参加費：前売り大人800円/中高生500円/小学生以下無料

■問合せ：自閉症を知ろう・感じよう・考えよう実行委員会　
　　　　　TEL：090－4725－1789(武居)　　090-4181-5671(宮尾)　

えんむすび総選挙

日　程：12月14日(金)～12月27日(木)
場　所：えんぱーく3階　市民サロン
　　　　※ホームページでも投票可能
          http://enmusubi.cocokara.shiojiri.com/
■問合せ：NPO法人グループHIYOKO
 　　　　 TEL/FAX：0263-54-7226
　　　　  E-mail：hiyoko@ghiyoko.net

リメイク講座
日 程：12月１日（土）
時 間：13:30～15:00
場 所：えんぱーく2階　フリーコミュニティ
 　　　※事前申し込み・参加費100円
■問合せ：りある
　　　　　TEL：090-6798-4882(遠藤)

手作り絵本講座

日　程：12月８日(土)　
時　間：13:30～15:30
場　所：えんぱーく2階　フリーコミュニティ
　　　　※事前申し込み・参加費1500円

〒399-0704　塩尻市広丘郷原685
TEL：0263-87-3005
E-mail:waon@ac.auone-net.jp

塩尻市民読書の会
パソコンでクリスマスカードや小物を作ろう！

日　程：12月９日(日)
時　間：13:00～15:00
場　所：えんぱーく2階　ICTルーム
　　　　※予約不要
■問合せ：NPO法人グループHIYOKO
 　　　　 TEL/FAX：0263-54-7226
　　　　  E-mail：hiyoko@ghiyoko.net



自分たちで地域づくりを
特定非営利活動法人ビレッジならかわ

目の不自由な人のために情報を提供
塩尻朗読ボランティアグループ

読み聞かせで触れ合いの時間を！豊かな心を！
塩尻市民読書の会

「自閉症」って、そーナンダ！
自閉症を知ろう・感じよう・考えよう実行委員会

いろいろな人や活動が集いにぎわう
持続可能な松本平創造カンパニーわおん♪

コラム　～えんぱーく２階のフリーコミュニティは、市民活動優先スペースです！～

　｢自閉症｣は、言葉としては次第に
知られるようになってきましたが、
その文字から鬱や引きこもりといっ
た心の病と混同されるなど、なかな
かその実際を知っていただけていま
せん。私たちは自閉症について市民
の皆さんの理解と共感を深めていた
だける機会を提供しようと、昨年か
ら活動を始めました。メンバーは当
事者の家族や支援者、専門家、一般
市民（自閉症について良く知らない
人も）など多様で、新たな参加者は
いつでも大歓迎です。
　今年は自己資金の確保に奔走しな
がら、県の「地域発元気づくり支援
金」と塩尻市の「協働のまちづくり
提案公募事業補助金」を活用し、５
つの事業を行っています。８月には
レザンホールで「ぼくはうみがみた
くなりました」の上映会（県補助事
業）を、11月にはえんぱーくで９日

間にわたり「酒井慶二郎さん絵画展
Ⅰ｣(市補助事業）を開催しました。
この絵画展ではえんぱーくの建物と
しての特徴を活かし、室内よりも市
民サロンに多くの作品を展示し、
DVDの上映も行いました。南面の明
るい陽のさす場所では本人による似
顔絵製作をし、金曜の晩には多目的
ホールでトーク＆ミニコンサートも
開催するなど、空間的広がりを使っ
て内容的にも広がりを持たせた企画
としました。どちらも500人を超え
る皆さんに大変喜んでいただくこと
ができ、うれしく思っております。
　12月には講演会「発達障害を取り
巻く最新情報」（保健福祉センター
）と「星の国から孫ふたり」の上映
会（レザンホール）、「酒井慶二郎
さん絵画展Ⅱ」（総文）を開催しま
す（県補助事業）。
　当事者の芸術作品や、自閉症につ

いて描かれた映画を鑑賞していただ
き、知識はもちろん、感覚的にも自
閉症を「感じる」ことで理解と共感
を深めていただけたら幸せです。　
また、事業の実施を通じて会員数を
拡大し、行政や学校、社協、ＮＰＯ
法人などの関係機関等と連携を深め
ながら、誰もが安心して暮らせる福
祉のまちをともに作っていきたいと
願っています。

 わおん♪は、大きく分けて2つの柱
で活動をしています。ひとつは、環
境教育・子どもの体験活動で、子ど
もたちと自然の中で活動したり、工
作したり、キャンプをしたりしてい
ます。もうひとつが、地域コーディ
ネート事業です。子どもから大人ま
でみんなが、より活発に、積極的に
過ごせることを目指して活動してい
ます。具体的には、地域で頑張って
いる人や団体を情報誌やインターネ
ットで紹介したり、活動のスキルア
ップの講座を開催したり、交流して
つながっていけるように交流会を開
催したりメーリングリストを運用し
ています。
 地域コーディネート事業の一環で
行なっている、塩尻の元気を伝える
情報誌「げんすけがゆく」。2009年
9月に創刊し、3ヶ月から4ヶ月に1回
の頻度で発行しています。子どもと

環境を切り口に、塩尻市周辺地域の
取り組みや団体、人を紹介していま
す。現在12号まで発行しています。
情報誌には様々な人や団体・活動が
掲載されており、現在までに約90団
体になっています。
　そこで、塩尻市協働のまちづくり
提案公募事業の制度を活用して、情
報誌に掲載された人や団体と、情報
誌を読んでいる読者との交流の場「
げんすけ祭り」を企画しました。実
際に活動している人と会い、地域活
動に参加するきっかけになればと考
えました。平成23年度より始まった
事業で、今年度が2回目の開催にな
ります。23年度は、出展団体18団体
参加者100名でした。さらに広げて
、にぎやかなお祭りにしたいと、今
年度は有志の実行委員とともに、よ
り多くの人が楽しめ活動団体のＰＲ
になるように工夫をこらして企画を

つくっています。毎年2月11日の定
例イベントにして、みんなに楽しみ
にしてもらえるようにしたいと考え
ています。ぜひ多くの人に足を運ん
でいただきたいと思います。

　フリーコミュニティは、打合せ、
お茶会、イベント、作業など、団体
の活動・交流場所として無料で利用
することができます。また、団体の
活動紹介（展示）やパンフレットス
タンドでイベント等の案内もできま
す。
　机･イス･展示場所を予約して利用
することができます。利用時間は、
午前９時～午後10時です。利用の希
望がありましたら、市民活動支援課

までお問い合わせください。
　皆さんのご利用をお待ちしており
ます。

　私達は『自分達の出来る事は自分
達で』をスローガンに地域づくりを
行っています。健康福祉事業部（共
同作業所・福祉移送等）､環境事業
部（国道のゴミ拾いや不法投棄の監
視、森林体験）､ＩＴ事業部（パソ
コン教室や塩尻市民ポータルサイト
「しおじりひろば」の運営､人材活
用事業部（中学生による雪かきボラ
ンティア・共同作業所の商品企画等
）､フィルムコミッション事業部（
塩尻・木曽フィルムコミッションに
よる、映画・テレビドラマ・ＣＭ等
のロケーション誘致・支援活動の窓
口）の地域に密着した活動を積極的
に行っています。
　塩尻市協働のまちづくり提案公募
事業では『広域コミュニケーション
機器実践事業』として無線機を購入
させていただきました。

従来のトランシーバーは見通しでき
る距離での通信のみ可能でしたが、
広いエリアでの通信が可能な無線機
を購入し利用することで、各事業部
での便宜が格段にあがりました。
　ＦＣ事業部では、撮影時およびシ
ナハン・ロケハン等で撮影者側との
コミュニケーション手段として円滑
な支援が可能となりました。撮影時
の優良なサポート体制が確保でき信
用力があがっております。
　環境事業部では、国道１９号環境
ウォーキング（地域住民参加のごみ
拾い）や不法投棄のパトロールなど
広範囲での作業では回収作業（トラ
ックの誘導や人員の異動など）が容
易となり効率があがりました。
　全体活動では、当ＮＰＯは塩尻市
社会福祉協議会との災害協定を結ん
でおり、楢川地域で災害が発生した

場合ボランティアセンターを立ち上
げることとなっています。災害時の
固定電話および携帯電話の使用不可
能となった際でも被災地とコミュニ
ケーション機器として活躍すること
が期待できます。通常は各地区の理
事が持ち、緊急時に備えています。

　私たちの活動は、目の不自由な人
に声で情報をお伝えすることです。
具体的には、「広報しおじり｣と新
聞記事を、毎月２回カセットテープ
やＣＤに録音して、目の不自由な人
（利用者さん）に郵送しています。
また、利用者さんが希望する図書を
テープに録音したり、ＪＡの有線放
送を利用して毎月２回民話や詩､エ
ッセイなどを放送しています。それ
から、利用者さんの自宅や近くの公
民館に行って、直接対面して希望す
る図書などを読んでいます。
　平成24年度は、協働のまちづくり
提案公募事業補助金を活用して、パ
ソコン等の機器を整備し、｢広報し
おじり｣のＣＤ録音に取り組んでい
ます。塩尻市秘書広報課の要請を受

けて「広報しおじり」の「くらしの
情報」「検診と相談等」とその他の
相談、えんぱーくとレザンホールの
情報などをＣＤ録音し提供していま
すが、ゆくゆくは広報全部をＣＤ化
し、さらに新聞記事や図書のＣＤ録
音にも取り組んでいきたいと考えて
います。そのために、10月以降３回
にわたってＣＤ録音に必要なパソコ
ン操作や編集のしかたについて学習
会を行なっています。
　私たちのＣＤを聞くためには利用
者さんにプレクストークという機器
を用意してもらう必要があり、その
購入の手続き（補助金の申請など）
の手助けをしています。
　もう一つの取り組みである目の不
自由な人との交流会を、ふれあいセ

ンター洗馬を会場にして行ないまし
た。利用者さんの出席は７名でした
が、私たちが届けている朗読テープ
やＣＤについて、また対面朗読につ
いて意見を交換しました。塩尻尺八
同好会の演奏や皆の歌などもあり、
楽しい一日でした。

　私達は、年間を通して子育て支援
センター,図書館,児童館,小学校等
で読み聞かせ活動を行っています。
　毎月定例会で選本や読み方の学習
をしたり各種研修会に参加したりし
て、スキルアップに努めています。
　本年度は、市民の皆さんに読書に
親しんでいただくことを願い、市民
交流センター提案公募事業補助を活
用して「絵本原画展＆歌と朗読コン
サート」を開催しました。
　絵本原画展は、宮沢賢治作・高野
玲子画の2作品29点を展示。絵本で

は味わえない趣ある本物の作品を鑑
賞していただき、多くの方から「塩
尻では原画に接する機会が少ないの
でとても良かった｡｣との声を頂きま
した。観賞用のパンフレットに、図
書館所蔵の二人の作品リストを載せ
て図書館利用の促進も図りました。
　歌と朗読コンサートは、森のおう
ちお話の会の皆さんによる歌2曲、
詩と朗読劇２編ずつで、どれも宮沢
賢治の作品でした。
　歌は美しい情景を彷彿させ、詩と
朗読劇は黙読とは違う味わいで物語

の世界に誘ってくださいました。
　コンサートに参加された皆さんが
朗読の心地良さを味わい、家庭で本
を読んであげようを思ってくださっ
たらこれ以上の喜びはありません。
家族の触れ合いが深まり、子どもの
心が満たされ、言葉をイメージする
力が育まれて読書力をつけることが
期待されるからです。
　読み聞かせボランティアにとって
も大いに勉強になりました。読書活
動の推進に一層努めてまいります。

※表紙の団体

TEL：090-4725-1789(武居)

TEL：0263-53-1454(上原)

TEL：0263-53-8339

TEL：0264-34-1177

TEL：0263-87-3005

しおじり協働通信[トトモニ]
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今回のともに紹介

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。

特定非営利活動法人ビレッジならかわ

持続可能な松本平創造カンパニーわおん♪

自閉症を知ろう・感じよう・考えよう実行委員会

塩尻朗読ボランティアグループ

塩尻市民読書の会

NPOイベント便り

人形劇団どむならんによる人形劇「にゃーご」

日　程：平成25年1月26日(土)
時　間：開演11:00
場　所：えんぱーく3階多目的ホール
参加費：4才以上1人500円／3才以下無料
■問合せ：塩尻子ども劇場
　　　　　TEL/FAX：0263-86-3778（中村）

プレーパークin塩尻

日　程：12月22日、平成25年１月28日(毎月第４土曜日)
時　間：10:00～15:00　　　　　
場　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)

Dreaming!!(インターネット番組)

日　程：12月17日､平成25年１月21日(毎月第３月曜日)
時　間：20:30～21:00
場　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)

大人のえんぱーくクリスマス

日　程：12月15日(土)
時　間：18:00～20:00
場　所：えんぱーく5階　イベントホール
参加費：2,000円(プレゼント付)　　　
■問合せ：えんぱーくらぶ　塩尻市市民活動支援課内

　　　　　TEL：0263-53-3350

DVD上映会「スノーホワイト」

日　程：１月６日(日)
時　間：10:30～12:30
場　所：えんぱーく3階　多目的ホール
参加費：100円（交流会費）
■問合せ：りある
　　　　　TEL：090-6798-4882(遠藤)

発行

塩尻市市民交流センター　市民活動支援課

〒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

編集
持続可能な松本平創造カンパニーわおん♪

酒井慶二郎さん絵画展２

日　程：12月13日(木)～12月16日(日)
場　所：塩尻総合文化センター講堂
　　　　※入場無料

映画～星の国から孫ふたり～

日　程：12月16日(日)　
時　間：13:00～
場　所：塩尻市レザンホール　大ホール
参加費：前売り大人800円/中高生500円/小学生以下無料

■問合せ：自閉症を知ろう・感じよう・考えよう実行委員会　
　　　　　TEL：090－4725－1789(武居)　　090-4181-5671(宮尾)　

えんむすび総選挙

日　程：12月14日(金)～12月27日(木)
場　所：えんぱーく3階　市民サロン
　　　　※ホームページでも投票可能
          http://enmusubi.cocokara.shiojiri.com/
■問合せ：NPO法人グループHIYOKO
 　　　　 TEL/FAX：0263-54-7226
　　　　  E-mail：hiyoko@ghiyoko.net

リメイク講座
日 程：12月１日（土）
時 間：13:30～15:00
場 所：えんぱーく2階　フリーコミュニティ
 　　　※事前申し込み・参加費100円
■問合せ：りある
　　　　　TEL：090-6798-4882(遠藤)

手作り絵本講座

日　程：12月８日(土)　
時　間：13:30～15:30
場　所：えんぱーく2階　フリーコミュニティ
　　　　※事前申し込み・参加費1500円

〒399-0704　塩尻市広丘郷原685
TEL：0263-87-3005
E-mail:waon@ac.auone-net.jp

塩尻市民読書の会
パソコンでクリスマスカードや小物を作ろう！

日　程：12月９日(日)
時　間：13:00～15:00
場　所：えんぱーく2階　ICTルーム
　　　　※予約不要
■問合せ：NPO法人グループHIYOKO
 　　　　 TEL/FAX：0263-54-7226
　　　　  E-mail：hiyoko@ghiyoko.net



自分たちで地域づくりを
特定非営利活動法人ビレッジならかわ

目の不自由な人のために情報を提供
塩尻朗読ボランティアグループ

読み聞かせで触れ合いの時間を！豊かな心を！
塩尻市民読書の会

「自閉症」って、そーナンダ！
自閉症を知ろう・感じよう・考えよう実行委員会

いろいろな人や活動が集いにぎわう
持続可能な松本平創造カンパニーわおん♪

コラム　～えんぱーく２階のフリーコミュニティは、市民活動優先スペースです！～

　｢自閉症｣は、言葉としては次第に
知られるようになってきましたが、
その文字から鬱や引きこもりといっ
た心の病と混同されるなど、なかな
かその実際を知っていただけていま
せん。私たちは自閉症について市民
の皆さんの理解と共感を深めていた
だける機会を提供しようと、昨年か
ら活動を始めました。メンバーは当
事者の家族や支援者、専門家、一般
市民（自閉症について良く知らない
人も）など多様で、新たな参加者は
いつでも大歓迎です。
　今年は自己資金の確保に奔走しな
がら、県の「地域発元気づくり支援
金」と塩尻市の「協働のまちづくり
提案公募事業補助金」を活用し、５
つの事業を行っています。８月には
レザンホールで「ぼくはうみがみた
くなりました」の上映会（県補助事
業）を、11月にはえんぱーくで９日

間にわたり「酒井慶二郎さん絵画展
Ⅰ｣(市補助事業）を開催しました。
この絵画展ではえんぱーくの建物と
しての特徴を活かし、室内よりも市
民サロンに多くの作品を展示し、
DVDの上映も行いました。南面の明
るい陽のさす場所では本人による似
顔絵製作をし、金曜の晩には多目的
ホールでトーク＆ミニコンサートも
開催するなど、空間的広がりを使っ
て内容的にも広がりを持たせた企画
としました。どちらも500人を超え
る皆さんに大変喜んでいただくこと
ができ、うれしく思っております。
　12月には講演会「発達障害を取り
巻く最新情報」（保健福祉センター
）と「星の国から孫ふたり」の上映
会（レザンホール）、「酒井慶二郎
さん絵画展Ⅱ」（総文）を開催しま
す（県補助事業）。
　当事者の芸術作品や、自閉症につ

いて描かれた映画を鑑賞していただ
き、知識はもちろん、感覚的にも自
閉症を「感じる」ことで理解と共感
を深めていただけたら幸せです。　
また、事業の実施を通じて会員数を
拡大し、行政や学校、社協、ＮＰＯ
法人などの関係機関等と連携を深め
ながら、誰もが安心して暮らせる福
祉のまちをともに作っていきたいと
願っています。

 わおん♪は、大きく分けて2つの柱
で活動をしています。ひとつは、環
境教育・子どもの体験活動で、子ど
もたちと自然の中で活動したり、工
作したり、キャンプをしたりしてい
ます。もうひとつが、地域コーディ
ネート事業です。子どもから大人ま
でみんなが、より活発に、積極的に
過ごせることを目指して活動してい
ます。具体的には、地域で頑張って
いる人や団体を情報誌やインターネ
ットで紹介したり、活動のスキルア
ップの講座を開催したり、交流して
つながっていけるように交流会を開
催したりメーリングリストを運用し
ています。
 地域コーディネート事業の一環で
行なっている、塩尻の元気を伝える
情報誌「げんすけがゆく」。2009年
9月に創刊し、3ヶ月から4ヶ月に1回
の頻度で発行しています。子どもと

環境を切り口に、塩尻市周辺地域の
取り組みや団体、人を紹介していま
す。現在12号まで発行しています。
情報誌には様々な人や団体・活動が
掲載されており、現在までに約90団
体になっています。
　そこで、塩尻市協働のまちづくり
提案公募事業の制度を活用して、情
報誌に掲載された人や団体と、情報
誌を読んでいる読者との交流の場「
げんすけ祭り」を企画しました。実
際に活動している人と会い、地域活
動に参加するきっかけになればと考
えました。平成23年度より始まった
事業で、今年度が2回目の開催にな
ります。23年度は、出展団体18団体
参加者100名でした。さらに広げて
、にぎやかなお祭りにしたいと、今
年度は有志の実行委員とともに、よ
り多くの人が楽しめ活動団体のＰＲ
になるように工夫をこらして企画を

つくっています。毎年2月11日の定
例イベントにして、みんなに楽しみ
にしてもらえるようにしたいと考え
ています。ぜひ多くの人に足を運ん
でいただきたいと思います。

　市民交流センターのフリーコミュ
ニティは、打合せ、お茶会、イベン
ト、作業など、団体の活動・交流場
所として無料で利用することができ
ます。また、団体の活動紹介(展示)
やパンフレットスタンドでイベント
等の案内もできます。
　机･イス･展示場所を予約して利用
することができます。利用時間は、
午前９時～午後10時です。利用の希
望がありましたら、市民活動支援課

までお問い合わせください。
　皆さんのご利用をお待ちしており
ます。

　私達は『自分達の出来る事は自分
達で』をスローガンに地域づくりを
行っています。健康福祉事業部（共
同作業所・福祉移送等）､環境事業
部（国道のゴミ拾いや不法投棄の監
視、森林体験）､ＩＴ事業部（パソ
コン教室や塩尻市民ポータルサイト
「しおじりひろば」の運営､人材活
用事業部（中学生による雪かきボラ
ンティア・共同作業所の商品企画等
）､フィルムコミッション事業部（
塩尻・木曽フィルムコミッションに
よる、映画・テレビドラマ・ＣＭ等
のロケーション誘致・支援活動の窓
口）の地域に密着した活動を積極的
に行っています。
　塩尻市協働のまちづくり提案公募
事業では『広域コミュニケーション
機器実践事業』として無線機を購入
させていただきました。

従来のトランシーバーは見通しでき
る距離での通信のみ可能でしたが、
広いエリアでの通信が可能な無線機
を購入し利用することで、各事業部
での便宜が格段にあがりました。
　ＦＣ事業部では、撮影時およびシ
ナハン・ロケハン等で撮影者側との
コミュニケーション手段として円滑
な支援が可能となりました。撮影時
の優良なサポート体制が確保でき信
用力があがっております。
　環境事業部では、国道１９号環境
ウォーキング（地域住民参加のごみ
拾い）や不法投棄のパトロールなど
広範囲での作業では回収作業（トラ
ックの誘導や人員の異動など）が容
易となり効率があがりました。
　全体活動では、当ＮＰＯは塩尻市
社会福祉協議会との災害協定を結ん
でおり、楢川地域で災害が発生した

場合ボランティアセンターを立ち上
げることとなっています。災害時の
固定電話および携帯電話の使用不可
能となった際でも被災地とコミュニ
ケーション機器として活躍すること
が期待できます。通常は各地区の理
事が持ち、緊急時に備えています。

　私たちの活動は、目の不自由な人
に声で情報をお伝えすることです。
具体的には、「広報しおじり｣と新
聞記事を、毎月２回カセットテープ
やＣＤに録音して、目の不自由な人
（利用者さん）に郵送しています。
また、利用者さんが希望する図書を
テープに録音したり、ＪＡの有線放
送を利用して毎月２回民話や詩､エ
ッセイなどを放送しています。それ
から、利用者さんの自宅や近くの公
民館に行って、直接対面して希望す
る図書などを読んでいます。
　平成24年度は、協働のまちづくり
提案公募事業補助金を活用して、パ
ソコン等の機器を整備し、｢広報し
おじり｣のＣＤ録音に取り組んでい
ます。塩尻市秘書広報課の要請を受

けて「広報しおじり」の「くらしの
情報」「検診と相談等」とその他の
相談、えんぱーくとレザンホールの
情報などをＣＤ録音し提供していま
すが、ゆくゆくは広報全部をＣＤ化
し、さらに新聞記事や図書のＣＤ録
音にも取り組んでいきたいと考えて
います。そのために、10月以降３回
にわたってＣＤ録音に必要なパソコ
ン操作や編集のしかたについて学習
会を行なっています。
　私たちのＣＤを聞くためには利用
者さんにプレクストークという機器
を用意してもらう必要があり、その
購入の手続き（補助金の申請など）
の手助けをしています。
　もう一つの取り組みである目の不
自由な人との交流会を、ふれあいセ

ンター洗馬を会場にして行ないまし
た。利用者さんの出席は７名でした
が、私たちが届けている朗読テープ
やＣＤについて、また対面朗読につ
いて意見を交換しました。塩尻尺八
同好会の演奏や皆の歌などもあり、
楽しい一日でした。

　私達は、年間を通して子育て支援
センター,図書館,児童館,小学校等
で読み聞かせ活動を行っています。
　毎月定例会で選本や読み方の学習
をしたり各種研修会に参加したりし
て、スキルアップに努めています。
　本年度は、市民の皆さんに読書に
親しんでいただくことを願い、市民
交流センター提案公募事業補助を活
用して「絵本原画展＆歌と朗読コン
サート」を開催しました。
　絵本原画展は、宮沢賢治作・高野
玲子画の2作品29点を展示。絵本で

は味わえない趣ある本物の作品を鑑
賞していただき、多くの方から「塩
尻では原画に接する機会が少ないの
でとても良かった｡｣との声を頂きま
した。観賞用のパンフレットに、図
書館所蔵の二人の作品リストを載せ
て図書館利用の促進も図りました。
　歌と朗読コンサートは、森のおう
ちお話の会の皆さんによる歌2曲、
詩と朗読劇２編ずつで、どれも宮沢
賢治の作品でした。
　歌は美しい情景を彷彿させ、詩と
朗読劇は黙読とは違う味わいで物語

の世界に誘ってくださいました。
　コンサートに参加された皆さんが
朗読の心地良さを味わい、家庭で本
を読んであげようを思ってくださっ
たらこれ以上の喜びはありません。
家族の触れ合いが深まり、子どもの
心が満たされ、言葉をイメージする
力が育まれて読書力をつけることが
期待されるからです。
　読み聞かせボランティアにとって
も大いに勉強になりました。読書活
動の推進に一層努めてまいります。

※表紙の団体

TEL：090-4725-1789(武居)

TEL：0263-53-1454(上原)

TEL：0263-53-8339

TEL：0264-34-1177

TEL：0263-87-3005
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今回のともに紹介

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。

特定非営利活動法人ビレッジならかわ

持続可能な松本平創造カンパニーわおん♪

自閉症を知ろう・感じよう・考えよう実行委員会

塩尻朗読ボランティアグループ

塩尻市民読書の会

NPOイベント便り

人形劇団どむならんによる人形劇「にゃーご」

日　程：平成25年1月26日(土)
時　間：開演11:00
場　所：えんぱーく3階多目的ホール
参加費：4才以上1人500円／3才以下無料
■問合せ：塩尻子ども劇場
　　　　　TEL/FAX：0263-86-3778（中村）

プレーパークin塩尻

日　程：12月22日、平成25年１月28日(毎月第４土曜日)
時　間：10:00～15:00　　　　　
場　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)

Dreaming!!(インターネット番組)

日　程：12月17日､平成25年１月21日(毎月第３月曜日)
時　間：20:30～21:00
場　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)

大人のえんぱーくクリスマス

日　程：12月15日(土)
時　間：18:00～20:00
場　所：えんぱーく5階　イベントホール
参加費：2,000円(プレゼント付)　　　
■問合せ：えんぱーくらぶ　塩尻市市民活動支援課内

　　　　　TEL：0263-53-3350

DVD上映会「スノーホワイト」

日　程：１月６日(日)
時　間：10:30～12:30
場　所：えんぱーく3階　多目的ホール
参加費：100円（交流会費）
■問合せ：りある
　　　　　TEL：090-6798-4882(遠藤)

発行

塩尻市市民交流センター　市民活動支援課

〒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

編集
持続可能な松本平創造カンパニーわおん♪

酒井慶二郎さん絵画展２

日　程：12月13日(木)～12月16日(日)
場　所：塩尻総合文化センター講堂
　　　　※入場無料

映画～星の国から孫ふたり～

日　程：12月16日(日)　
時　間：13:00～
場　所：塩尻市レザンホール　大ホール
参加費：前売り大人800円/中高生500円/小学生以下無料

■問合せ：自閉症を知ろう・感じよう・考えよう実行委員会　
　　　　　TEL：090－4725－1789(武居)　　090-4181-5671(宮尾)　

えんむすび総選挙

日　程：12月14日(金)～12月27日(木)
場　所：えんぱーく3階　市民サロン
　　　　※ホームページでも投票可能
          http://enmusubi.cocokara.shiojiri.com/
■問合せ：NPO法人グループHIYOKO
 　　　　 TEL/FAX：0263-54-7226
　　　　  E-mail：hiyoko@ghiyoko.net

リメイク講座
日 程：12月１日（土）
時 間：13:30～15:00
場 所：えんぱーく2階　フリーコミュニティ
 　　　※事前申し込み・参加費100円
■問合せ：りある
　　　　　TEL：090-6798-4882(遠藤)

手作り絵本講座

日　程：12月８日(土)　
時　間：13:30～15:30
場　所：えんぱーく2階　フリーコミュニティ
　　　　※事前申し込み・参加費1500円

〒399-0704　塩尻市広丘郷原685
TEL：0263-87-3005
E-mail:waon@ac.auone-net.jp

塩尻市民読書の会

パソコンでクリスマスカードや小物を作ろう！

日　程：12月９日(日)
時　間：13:00～15:00
場　所：えんぱーく2階　ICTルーム
　　　　※予約不要
■問合せ：NPO法人グループHIYOKO
 　　　　 TEL/FAX：0263-54-7226
　　　　  E-mail：hiyoko@ghiyoko.net
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