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電子版「やっほ～」をよろしくお願いします。
＊カラーで読みやすく、ご紹介しているホームページへのアクセスも簡単です。
＊最新号からバックナンバーまで見られます。
～やまびこネットワークホームページで公開しています～

やまびこフォーラム2014 in 上伊那を開催します！
毎年県内の各地区で開催している「やまびこフォーラム」の開催が決定しました。
今年はB級グルメの「ソースかつ丼」で有名な駒ヶ根市で開催します。

★期日
★会場

平成26年11月15日（土）
午後１時１５分～（受付 午後0時１５分～）
駒ヶ根市文化会館等
～～当日の流れ～～

○元気づくり大賞贈呈式○
平成25年度元気づくり大賞の表彰を行います。自分たちの活動の参考にしよう。
○基調講演○
共同通信社編集委員 伊藤祐三氏をお招きして今後の地域づくりについての講演を行います。
地域づくりを進めていく上での問題点等を再確認し、今後の方向性を明確にしよう。
○ワールドカフェ方式によるワークショップ○
「地域づくりの主役は私たち～地域づくりをとことん語ろう～」
参加団体の間での意見交換を積極的に行い見識をより深め地域づくり活動に反映していこう。
○参加団体交流会○
「いーな上伊那 上伊那の味を楽しもう！！」
上伊那の味をみんなで満喫しながら地域づくりを語ろう。
普段、みなさんが取り組んでいる地域づくり活動はどれもかけがえのないもの
です。長野県全域から同じ志を持った仲間が集うこの場で議論を交わしあい、今
後の地域づくりの新たなきっかけにしてもらえれば幸いです。
交流会には、ローメン等のおいしい上伊那の食材がふるまわれるので、そちらも
ぜひ楽しんでいってくださいね！！！
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やまびこネットワーク 幹事会を開催しました。
7月3日（木）

平成２６年度第1回幹事会を開催しました。

■協議事項
▼役員の改選・・・事務局より、平成26年度の役員改選について説明しました。
▼平成25年度 事業の実施状況及び決算について・・事務局より概要を説明しました。
▼平成26年度 事業計画及び予算について・・事務局より概要を説明しました。
▼平成26年度 やまびこフォーラム
・上伊那支部事務局より、イベントの概要について説明がありました。
多くの会員のみなさんのご参加をお待ちしています！
期日… 平成26年11月15日（土）午後１時15分～（受付：午後0時15分～）
会場… 駒ヶ根市文化会館
▼やまびこネットワーク事業の今後の運営等について
・平成2７年度以降の協議会の運営について協議を行いました。
～詳しい内容は、ホームページをご覧ください。～
（http://zuku.umic.jp/hp/ynet/）
≪平成２６年度の役員体制≫
平成２６年度の役員体制を紹介します。
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≪平成２６年度事務局職員≫
事務局を担当する職員を紹介します。お気軽にご連絡ください。
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新しいやまびこネットワークの仲間を迎えました！

●平成26年度に入り早速、やまびこネットワークの仲間が増えました！
●会員数 １４５団体 （平成２６年６月末現在）

新入会員へのインタビュー！
どんなことをしている団体ですか？
有建築資格者の団体です。建築士の品位保持、業務の進歩改善の
ために講演会等を開催したり、社会貢献活動として、市町村との災害
連携協定を締結して非常時にも対応できるようにしてます。

会員の皆様にひとことお願いします。

（一社）長野県建築士会佐久支部
（http://aba-saku.com/）

会員は約３６０名の建築士です。建築士の専門知識を活かした、まち
づくり・景観整備等を通して地域の皆さまとの交流連携を大切により
良い郷土を創る為に佐久地域で活動しております。

どんなことをしている団体ですか？

現代の希薄化した人間関係を結びなおし、コミュニティの再興をはかり
豊かにする活動をしています。「まちの縁側」研修会を開催したり、情報
誌を発行したりと、ヒト・モノ・コトが緩やかに行き交う場づくりが目的です。

会員の皆様にひとことお願いします。
まちの縁側一座、まちの縁側幻燈会、町の縁側探検隊などの活動を実
施。切れ切れになっている人間関係を再興し、有縁社会をつくること。ま
ちの縁側５０００ヶ所を目指します。

まちの縁側はぐくみ
プロジェクトながの

どんなことをしている団体ですか？
スポーツ雪合戦の振興、発展およびそれを通じて青少年の健全な育
成を目的に活動しています。東信州雪合戦大会の運営を行っていて、
出場枠以上の参加希望があるなど好評を博しています。

会員の皆様にひとことお願いします。

東信州雪合戦協会

(http://eastshinsyuyukigassen.web.fc2.com/)

雪合戦と聞くと子どもの冬の遊びと思われるでしょうが、実は20から
代にかけての強者たちが、雪を血で染めて夢中になっています。
もちろんレディース少年の部もあります。作戦が重要なため、チーム
ワークと機転が生きます。一度やったらハマります！
40
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各種支援事業を活用しましょう！！
今年度も長野県協議会、全国協議会の助成制度の募集が始まっています。
地域づくり活動の充実を図るために活用していきましょう！！
１ 地域づくり団体活動支援事業（全国協議会）
▼助成対象 全国協議会に登録されている県協議会員が行う、自主的主体的な地域
づくりのために講師等を招いて開催する研修会等の事業
▼助成額
上限２０万円（謝金上限１０万円 旅費上限１０万円）
≪留意事項≫
・事業募集期間は平成２７年２月２８日までですが、人気の事業であるため例年秋頃
人気の事業であるため例年秋頃
締切となってしまいます。希望される団体は、早めの手続きをお願いします。
締切となってしまいます。
・補助申請は、実施希望日の原則２カ月以上前に行ってください。
実施希望日の原則２カ月以上前に行ってください。
２ 共同活動支援事業（長野県協議会）
▼助成対象 長野県協議会に登録している２以上の団体が企画・実施する会員相互の
交流や研修を目的とする事業
▼助成額
▼採択予定数
2事業
▼募集期間 平成２６年７月９日（水）～平成２６年８月１１日（月）
【昨年度実績】
① 地域活動写真コンテスト
【実施団体】○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
○地域活動応援チームえんのわ（協力）
【事業内容】地域の市民団体、ＮＰＯ法人の活動内容を広く周知し地域住民
の方に理解していただくために、活動風景を題材とした写真コ
ンテストを開催しました。
【成果】
作品の評価を投票形式にしたことによる地域住民の方の参加促
進に加え、他団体からの依頼によるイベントへの写真出展等団
体間の交流も促進できました。

上限５万円

活 動

の 様 子

塩尻会場
（塩尻市市民交流センター）

松本会場
（松本市市民活動サポートセン
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② 八ヶ岳山麓の魅力発見ツアーとフォトコンテスト
【実施団体】○くらフォーラム in 八ヶ岳
○諏訪自然塾
【事業内容】○八ヶ岳山麓の魅力的な自然と文化的な背景を地域住民の方に
知ってもらうとともに、周辺地域への情報発信を行いました。
【成果】
○好評を博し、次回開催を期待する声も聞くことができました。
○イベントには、地元は元より関東圏からの応募もあり、
県を越えて八ヶ岳山麓の情報発信を行うことができました。

活 動 の 様 子

審査会場の様子
（茅野市文化センター）

イベント開催ポスター

≪留意事項≫
・共同活動支援事業は昨年度に比べ上限額が半額となっていますのでご注意ください。

（お問い合わせ先）
○地域づくり団体全国協議会 ＴＥＬ ０３—５２０２—６１３１
Ｅ－ｍａｉｌ jouhou@jcrd.or.jp
○地域づくりネットワーク長野県協議会 ＴＥＬ ０２６－２３５－７０２３（直通）
Ｅ－ｍａｉｌ chiiki@pref.nagano.lg.jp
地域づくり団体全国協議会の研修会が開催されます！！
今年も全国協議会の地域づくり団体向けの研修会が開催されます。全国の地域
づくり団体と交流を深めるまたとない機会ですので、積極的に活用しましょう。
▼地域づくり団体全国研修交流会
・開催日 平成２６年１１月７日～９日（金）～（日）
・開催場所 三重県津市
・参加費用

三重県総合文化センター
大会参加費 ７，０００円 昼食交流会費 １，０００円
（宿泊費、分科会参加費などについては、詳細が分かり次第ご連絡いたします。）
▼地域づくりコーディネーター研修会
・開催日 平成２６年９月５日（金）
・開催場所 愛知県名古屋市中村区 ＴＫＰ名古屋ビジネスセンター７階
・参加費用 無料（ただし、交流会に参加される場合は３，０００円必要）
無料
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