
講評・未来ベースとプロボノベースについて
　「元気ある千曲の人たちに元気をもらった」とのご感
想をいただきました。
また、活動資金調達のための寄付サイト「未来ベー
ス」と、専門的知識・技能をもつボランティアと
NPO とのマッチングを支援するサイト「プロボ
ノベース」の紹介がありました。

今後の活発な
市民活動に役
立つ情報を提供
していただきま
した。

NPO法人 長野県みらい基金

輝く未来を子どもたちへ！
食と農を通じて、未来を担う子どもたちが健全な食生活
を送り、自然や農業に親しみ豊かな暮らしを自らの手
で切り開く力を身につける。そのための手助けをす
ることを目的に活動しています。
・農業体験 ～ 田んぼの作業（稲の栽培＆収穫）
　　　　　　畑作業（豆・野菜）
・食育料理教室～伝統料理及び行事食など
・キッズ野菜ソムリエ育成事業 

今年度は、松代町に
て他団体と協力して
キッズの育成をしてい
ます。地域の枠を超え
ていろいろな人々とのつな
がりを大切に活動しています。

NPO法人 食育体験教室・コラボ

交流会

ふれあい情報館の１階
学習室で、約 30 名の参加者が
テーブルを囲み、交流会を行いま
した。自分たちの活動の話や地域の話
などで盛り上がり、今後につながる交流
会となりました。

事例発表・講評＆交 流 会

健康生活ネットワーク ひまわりの会

「オーガニックシティの構築を目指して」～ 心も身体も健康に ～
人にも環境にも優しい有機農業の推進をめざしています。
棚田での田植えや稲刈りの様子、「玄米からパンを作る」料理教室の様子
など、活動の様子を紹介していました。今年は、「お
米とおむすびセミナー」を 9/3（土）に実施します。
有機農業の現状、課題もたくさんありますが、国
がオリンピック・パラリンピックに向けて有機食
材をと、取り組んでいる今こそチャンス。千曲市
もこの波に乗り遅れないよう、「オーガニックシ
ティ」の構築をめざして、「活力ある健康のまち千
曲市　を皆さんと一緒に創って行きたい！」と思っ
ています。

一般社団法人 稲荷山町・くらしと心を育む会

稲荷山のまちづくりについて
稲荷山町・くらしと心を育む会は、先人達が残してきた、街並み、蔵、
古民家を残して次世代に継いでいく、安心、安全、住みやすい町を作っ
ていくことを目的に活動しています。
今後の活動として、引き続きガイドブック、地図作成、講演会、写真展

等イベントを実施していきます。また、コミュニケー
ションの中心として蔵し館、ふる里まんが館を利用
してイベントも継続的に実施していきます。
また、住民参加で「今後のこのまちのかたち」を考え、
「まちと暮らし」そして互いに助け合って生きる「こ
ころ」を育みながら、これからのまちづくりに携わっ
ていきたいと思っています。

「ふるさと」ってなんでしょう？
こんな思いから生まれたのが「千曲ふるさと物語」です。
・千曲市の良いところ（自然・文化・伝統・歴史）を次世代に伝えていきたい
・子どもから大人まで幅広い年代層の交流の場と、地域における小学生の発表 
   の場ともしていきたい
・公演を共にした人と人とのつながりを継続させたい
そのようなことを目的に、市内各地の地域財産にス
ポットをあててチャリティーコンサートを開催していき
ます。コンサートの収益金は、地元の学校に寄付し、
子ども達のために役立ててほしいと考えています。
第1回チャリティーコンサートは、「森将軍塚物語」です。
詳細は裏面をご覧ください。

千曲ふるさと物語 NPO法人 Happy Spot Club（ハッピースポットクラブ）

人は人と生きてこそ人
高齢者や障がいのある方、社会に出ることに戸惑い
を感じている若者たちが、たくさんの方たちと楽し
い時をわかち合い、生きる力を育みあっていく、そ
れこそが生きること。
「外へは出たくないけれど、一人ぼっちでいたくな
い・・・」そんなときには、お店にある『ひきこもり
部屋』へひきこもりに来てほしい。一人暮らしの高
齢者や、子育てに悩むお母さんたちにふらっと遊びに来てほしい。そんな
場所でありたい、そんな想いをこめたコミュニケーションスペース「ごちゃ
まぜカフェ」がOPENしました！
【場所】千曲市稲荷山 783-5　　【TEL】026-273-5592

団体発表

を７月３日（日）に開催しました！ 発行：平成28年9月1日第4回みんなで “街まちミーティング “

この事業は「平成27年度 千曲市協働事業提案制度 採択事業」としてNPO 法人エリアネット更埴が実施しています
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ひまわりの会　自然農法でやってみよう！ 家庭菜園セミナー
「来年の準備に向けて」

千曲ふるさと物語　チャリティーコンサート 
第1回千曲ふるさと物語の集い「森将軍塚物語」

千曲アプリコットスポーツクラブ
ファミリー健康体力測定会

湯のさと ちくま 白鳥園　湯～ふれんず
 　秋のガーデンサポーター講習会

日  時

場  所
参加費

チケット

オープニング　山ん堂の鐘の音
第１部　屋代ふるさとカルタ / はなとり地蔵 / 創作音楽組曲「信州あんず姫物語」
　　　　 あんずの里インタビュー
第２部　矢代一重山太鼓 /森将軍塚再建への道のり（映像とお話）
　　　     古代への祈りと祭り（笛と舞）/「あん姫のうた」（合唱とダンス）
フィナーレ　武田徹氏のハーモニカ演奏と合唱
ふるさとを知ることができるコンサートになっています。ぜひお越しください。

9月19日（月・祝）
開場14：30　 開演15：00

更埴文化会館（あんずホール 大ホール）

更埴文化会館（あんずホール）
小ホール・インナーコリドー・大会議室・学習室

1,000 円（小学生以上）
越 洋子　越ガーデンデザイン事務所NPO法人エリアネット更埴 026-272-7772

更埴文化会館（あんずホール）026-273-1880

日  時

場  所

入館料

問合せ

テラスに設置された夏のガーデンを秋の花にリニューアルします。ハイビ
スカスの鉢上げやダリアの球根の掘り上げ、球根の保存方法など、ガーデ
ニングのコツを実践を通して学びます。作業のしやすい格好でお出かけく
ださい。作業の後のお茶もお楽しみ！

■定員：30 名　　■持ち物：軍手・移植ゴテ・ビニール袋

10月17日（月）9：30～
白鳥園テラス
無料

講  師

千曲市スポーツ推進委員他指  導

026-275-0400 湯のさと ちくま 白鳥園

（一社）稲荷山町・くらしと心を育む会
特別展「大池百八灯と小松姫」

千曲市・千曲市環境市民会議
 　千曲市環境基本計画10周年記念 ｢千曲市環境フェア」

日  時

場  所

入館料

問合先

真田丸関連の、真田信幸の妻小松姫関連資料と大池地区で継続して行わ
れている小松姫供養の千曲市重要無形文化財「百八灯」（毎年 8 月 16 日）
関連写真を展示しています。また特別に、切り絵作家風間由香利さんの
切り絵と屋代南高校美術部の切り絵の展示を行っています。
ぜひお越しください。

10年間の実績をパネル等で展示するとともに、第2次環境基本計画の取組
み内容を紹介し、皆様と一緒に環境問題について考えるフェアを開催しま
す。プラネタリウム、自動車運転シュミレーターなどの体験、触れる地球
の展示、トークショー、東日本大震災復興の物産販売、環境に関する企業
の展示、その他いろいろな企画を準備しております。
皆様のご来場をお待ちしております。

9月1日（木）～30日（金）
9：00～16：00

千曲市ふる里まんが館

200 円（高校生100 円、小学生以下無料）
026-273-3639 千曲市ふる里まんが館

問合先 026-272-0932千曲ふるさと物語事務局

日  時

場  所

入館料

問合せ

10月 23日（日）　9：00～15：30

無料

日  時
場  所
参加費

申込先

健康体力測定会で皆さんの体力や健康状態を確認していただき、運動不
足解消に役立つアドバイスや、気軽にはじめられるスポーツなどをご案内
いたします。無料で参加できます。当日参加も可能です。
これを機会に新しくスポーツをはじめてみませんか？

■持ち物：運動のできる上履き・飲み物など　　■対象：6 ～ 80 歳位

共催：一般社団法人千曲アプリコットスポーツクラブ ／ 千曲市スポーツ推進委員会

9月11日（日）9：30 ～14：30
東部体育館
無料

千曲市スポーツ推進委員会事務局
026-276-1731

掲載のお申込み・お問合せ街まち通信掲載団体募集 !!
「みんなの街まち通信」では、市民活動団体の活動内容、イベント情報を発信してい
ます。6月、9月、1月、3月の年 4回発行予定、市内全戸配布です。
団体紹介やイベント案内などにご活用ください。（非営利団体に限ります。）
掲載希望の方は、「市民活動交流センター えりあねっと」へお問合せください。

市民活動交流センター  えりあねっと
◆〒387-0012　千曲市桜堂 514
◆TEL&FAX：026-214-7220
◆E-mail：shimin-net@areanet.or.jp
※営業時間 9：00~17：00（日・月定休日）

発行元：市民活動交流センター えりあねっと（運営：NPO法人エリアネット更埴）
平成27年度 千曲市協働事業提案制度 採択事業

NPO法人千曲市環境市民会議
080-6994-4820（金澤）

自然農法栽培のまとめとして、「土・作物の観察」についての復習、また
自然界の植物や動物を観察しながら作業時期の目安をはかる「自然暦」、
畑の耕し方の基本など、来年に向けての準備を中心に学びます。
初心者からプロの方まで幅広く対応します。お気軽にご参加ください。

■ 定員：20名 (定員になり次第締め切り)　　

日  時

場  所

講  師

参加費

申込先

10月 22日（土）14：00 ~16：00
千曲市屋代公民館 1F児童室等

500 円（資料代含む）
宮島 一人 （公財）農業・環境・健康研究所 中部地区チーフ
健康生活ネットワーク ひまわりの会
080-5140-2303（武井）

活動
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