
　毎年恒例の「やまびこフォーラム」。

　今年は、自然の魅力がいっぱいの飯山市で開催します！

　●メイン会場　　なべくら高原　森の家（飯山市）

　●テーマ　　　　「集落を考える」

　　　　　　　　　～北信地域の集落が抱える課題や取組から、地域で支えあい、集落を維

　　　　　　　　　　持していくためのヒントを探ります。～

　●予定している内容

　地域から若者が減り、「支えあう力の低下」を感じている方は多いのではないでしょうか。

　フォーラムをきっかけに、地域の力につながるヒントが生まれればいいなと思います。

　また、おいしいお米や野菜、絶景の数々など、秋の北信を満喫できる内容となりそうです。

　秋の小旅行を兼ねて、北信までちょっと足を伸ばしてみませんか？

　やまびこネットワークの会員同士が交流・連携するきっかけを作るため、複数の会員さんが

企画・実施する事業への助成を始めました。

　４月８日～５月31日に募集を行い、審査の結果、応募があった１事業を採用しました。

支部

松本

　他の会員さんと一緒に事業を計画している方、各支部の事務局へご相談ください。

　～「やっほ～」次号（10月発行予定）では、もう少し詳しい内容をご案内します。～

　また、７月１日（月）～７月31日（水）まで、あと１事業を追加で募集します。

～事業の実施状況は、「やっほ～」次号以降でご報告します。～

持続可能な松本平創造カ
ンパニーわおん♪
やまがた風土考房

会員名 事業内容

地域活動共感写真コンテスト
～地域のＮＰＯや市民団体から活動風景写真を募集し
て展示するとともに、地域住民が最も共感した写真を
選ぶコンテストを開催～

やまびこネットワーク情報誌 VOL.７３
発行日 平成２５年（2013年）６月28日

編 集 地域づくりネットワーク長野県協議会

事務局（長野県総務部市町村課地域振興係内）

電 話 026-232-0111（内線2131）

F A X     026-232-2557

E-Mail   s-shinko@pref.nagano.lg.jp

U R L     http://zuku.umic.jp/hp/ynet/

11月16日（土）、

やまびこフォーラム２０１3 in 飯山 を開催します！

元気づくり大賞贈呈式

平成24年度「地域発

元気づくり大賞」の表

彰と活動発表

対談：長野県の集落を

語る

阿部知事と有識者が

集落について対談

昼食交流会

北信版天然きのこ汁会

北信地域の６市町村が

自慢の総菜等を提供

分科会

集落探訪

意見交換会

交流会

「共同活動支援事業」 を再募集します！
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　６月20日（木）、松本合同庁舎（松本市）で第１回幹事会を開催しました。

■協議事項

▼平成24年度事業報告及び決算報告・・・原案のとおり承認されました。

▼平成25年度事業計画（案）及び予算（案）・・・原案のとおり承認されました。

　・共同活動支援事業の募集結果、採択事業の報告

　・『会員募集ちらし』のリニューアル

　　事務局が示した案をもとに、支部ごとにちらしを作成することになりました。

　　多くの方の目に留まるよう、市町村の窓口など様々な場所に設置していきます。

▼平成25年度やまびこフォーラム

　・北信支部 木村幹事より経過報告がありました。

▼その他

　・長野県総合５か年計画・・・事務局より概要を説明しました。

■平成25年度の役員体制

本年度の役員をご紹介します。１年間よろしくお願いします。

支部等 役　職

佐　久 会　長

上　小

諏　訪

上伊那

下伊那 監　事

木　曽

松　本 監　事

大　北

長　野

北　信 副会長

東信代表

南信代表

中信代表

北信代表

県 副会長

事務局を担当する職員です。何かありましたらお気軽にお問い合わせください。

支部等 支部等 支部等

佐　久 木　曽

上　小 松　本

諏　訪 大　北

上伊那 長　野

下伊那 北　信

県

金井　伸樹

小川　　貴

神津　公洋

真瀬垣まり子

名取　淳二

松澤　一生

伊藤　仁美

松本　順子

（敬称略）

～詳しい内容は、同封の会議資料またはホームページをご覧ください。～

　木曽広域連合 地域振興課

（http://zuku.umic.jp/hp/ynet/）

　こまがね市民活動支援協会

　遠山郷まちけん

　NPO法人 信越トレイルクラブ

　佐久広域連合 庶務課

　諏訪広域連合 企画総務課

　NPO法人 ジムナスティック・ネットワーク

　NPO法人 夢空間松代のまちと心を育てる会

鈴木　　理

稲垣　　康

中村　　健

甘利　道子

香山　篤美

木次　洋史

小林　　学

所　属

　協西えいっこの会

　NPO法人 ＵＦＭ

　カラマツストーブ普及有限責任事業組合

木村　　宏

氏　名

栁沢　四郎

竹内　　充

清水　　馨

鈴木　　明

　がったぼ会

　やまがた風土考房

熊沢　敏明

竹前　辰彦

小林　哲浩

久保　友二

氏　名

小川原大介

岩野　健一

小山　正樹

　北信広域連合 事務局

　長野県総務部 市町村課

鈴木　　桂

氏　名 氏　名

やまびこネットワーク 幹事会を開催しました。
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■会員情報

●会員数　13３団体（H25.5.31現在）

●新しい仲間を迎えました！

支部

長　野

北　信

　地域で活動していると、横のつながりってとても大事ですよね。

　やまびこネットワークのメーリングリストで、もっと他の会員さんと交流しませんか？

　 ●メーリングリストとは

　メンバーの１人が専用のアドレスにｅメールを送ると、登録しているメンバー全員に

　同じ内容のｅメールが一斉に送信される仕組みです。

●こんな使い方ができます。

　　→ 自分たちが企画したイベントを、たくさんの人に知ってもらう。

　　→ 困ったことがあったときに、他のメンバーからアイデアをもらう。

　　→ 一緒に活動する団体を探す。

●１つの団体から、何人でも登録できます。

　活動の輪を広げるヒントをもう１つ。

　全国協議会に登録すると、こんなメリットがあるんです。（登録料・年会費は無料）

●全国協議会のホームページに掲載されます。

　団体の概要、活動内容、連絡先など、かなりの内容をＰＲできます。

●情報誌「地域づくり」が毎月送られてきます。

　全国のまちづくりの情報が満載です。

　５月号では、頇坂市の「蔵の街並みキャンパス」の取組が紹介されました。

●研修会などを企画する場合に、助成金が受けられます。

　「地域づくり団体活動支援事業」（４ページ参照）

～全国協議会のホームページはこちらです。登録は各支部の事務局まで。～

（http://www.chiiki-dukuri-hyakka.or.jp/）

～登録方法は、ホームページでご案内しています。～

（http://zuku.umic.jp/hp/ynet/）

いいやま虹の里
プロジェクト

活動内容

農林業の振興、遊休農地の再生・活用などの活動を通じて、鬼
無里を元気にするために活動しています。
（ホームページ　http://www.kinasa.net/index.html）

「つくること、食べること、伝えることは愛すること、生きる
ことに繋がる」をコンセプトに、飯山地域に根付いている
（食、農、知、技、時、継、遊）を自ら実践し次世代に伝えて
いく活動をしています。

会員名

まめってえ鬼無
里

メーリングリストで広がる“活動の輪”

全国協議会に登録していますか？
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●地域づくりコーディネーター研修会

　・開催日　　平成25年８月5日（月）

　・会場　　　スペースアルファ三宮（兵庫県神戸市）

　・必要経費　約４万円（交流会参加料、交通費、宿泊料）

　・参加希望の方は、７月５日（金）までに事務局へご連絡をお願いします。

●地域づくり団体全国研修交流会

　・開催日　　平成25年11月16日（土）～17日（日）

　・会場　　　あわら温泉グランディア芳泉（福井県あわら市）

　・必要経費　約５万円（大会参加料、現地経費、交通費、宿泊料）

●必要経費の補助について

　県協議会が、予算の範囲内で必要経費の半額を負担します。（別途申請が必要です。）

　研修会などを企画・実施する場合に助成を受けられる制度です。

　とても人気の高いメニューで、毎年秋頃には締切になってしまいます。

　申請を検討されている場合は、各支部の事務局へお早目にご相談ください。
　
　●対象者　　　全国協議会に登録している団体

　●対象事業　　自主的・主体的な地域づくりのために講師を招いて開催する研修会など

　●対象経費　　講師謝金10万円、講師旅費10万円（＝合計20万円）以内

　　　　　　　　（対象経費の100％を助成）
　
　●平成24年度の実績

支部

長　野

上伊那

長　野

　年会費の納付をお願いします。
　この封筒に、平成25年度分の納付書を同封させていただきました。

　みなさんの会費は、このネットワークを運営するために大切な財源です。

　お手数ですが、お近くの郵便局でお早めにお支払いをお願いします。

～全国協議会のホームページはこちらです。申請は各支部の事務局まで。～

事業内容

講演：「アサギマダラ蝶の丌思議」
講師：藤井 恒（日本チョウ類保全協会代表理事）

（http://www.chiiki-dukuri-hyakka.or.jp/dantai/katsudousien.htm）

会員名

七二会住民自治
協議会

ながの
F.C.RAINBOW

ＮＰＯ法人 山の
遊び舎はらぺこ

講演：「子どものからだ育て」
講師：山上亮（整体ﾎﾞﾃﾞｨﾜｰｶｰ）、吉越真（屋外保育ｽﾀｯﾌ）

講演：「障害者と健常者があたりまえに混ざり合う社会」
講師：釜本美佐子（日本ブラインドサッカー協会理事長）

全国協議会「地域づくり団体活動支援事業」の

募集が始まりました！

全国協議会の研修会が開催されます。
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