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“地域づくりネットワークホームページ”更新しました。
○アドレスは、http://zuku.umic.jp/hp/ynet/ です。

○地域づくりネットワーク長野県協議会とは？
加入のメリットや加入方法などが掲載しています。
地域づくり団体全国協議会について記載しています。

○支部活動・地域づくり団体の紹介
現在、以下４支部で独自のページを作成しています。
■諏訪支部

■上伊那支部

■松本支部

■大北支部

その他、地域づくりネットワーク長野県協議会会員名簿を掲載しています。

○イベント情報
各支部のイベント予定等、「ずくだせネット」に登録されたイベント情報とリンクしています。

○会員発行情報誌
現在、ひさかた風土舎「ひさかた風土舎通信」を掲載しています。
独自で情報を発信し掲載を希望される団体は、事務局までご連絡ください。

○関連団体リンク
ホームページをもつ団体はリンクを作成しますので、事務局までご連絡ください。

各団体の活動内容や支部活動、イベント情報等についてホームページによる情報発信を充
実していきます。ホームページを管理している各支部事務局へ、皆様からの積極的な情報
提供をお願いするとともに、情報交換が活発になるよう随時改善してまいりますので、よ
ろしくお願いいたします。

やまびこフォーラムｉｎながの
～ 「つながりのエネルギーが地域の糧」“地域力”ネットワークをさらに広げよう ～
★地域づくりネットワーク長野県協議会 長野支部
県下の地域づくりに取組む団体の
活動発表、交流の場として
「やまびこフォーラムｉｎながの」
を、昨年 11 月 28 日（土）に長野市
飯綱高原「ホテルアルカディア」に
おいて開催しました。
当日は初冬の肌寒さも幾分感じら
れたものの、県下各地より 84 名
（地域づくり団体：参加 21 団体）も
の参加者を得て盛大に開催すること
ができました。
開催にあたりご理解ご協力を賜り
ました関係各位には、あらためてこ
の場をお借りしまして御礼を申し上
げます。
さて当日の内容についてご報告させていただきます。まず開会前の昼食ですが“「ながのいのち」推
進協議会”、
“ＮＰＯ法人よっこらしょ”による地域食材を使用した特別メニュー（ヤーコン薬膳カレー・
菊芋、きのこ入り野菜サラダ・ドイツパンなど）が 1 食 500 円で提供されました。珍しいメニューに、
召し上がった方からは「美味しい」との声が聞かれ大変好評でした。
続いて、開会に先立ちまして、
「体験！音楽療法」
と題し、ＮＰＯ法人長野音楽療法研究会によるアト
ラクションが会場で行なわれました。研究会の皆さん
のご指導のもと、楽器を使った音楽療法を楽しく体験
し、場を和ませていただきました。
その後、開会し稲垣康副会長（木曽支部 がったぼ
会）の主催者挨拶のあと、県内 4 ブロックで実施した
ブロック事業の成果について代表者から報告をいただ
きました。

４ブロック代表者の皆さんです。

○北信ブロック
“飯山市小菅村づくり委員会”
（北信支部）委員長の鷲尾恒久さんから「第 4 回北信濃地域づくりサ
ミットｉｎ飯山市・斑尾高原」
（10 月 24 日開催）で行なわれた信越トレイルや森林セラピーなど地
域活動の現地視察や元気づくり支援金活用事例発表等の内容について報告がありました。
○東信ブロック
“ＮＰＯ法人郷土史研究と青少年健全育成会”（佐久支部）会長の依田武勝さんから「中仙道ウォー
キングｉｎたてしな」の開催にあわせ 10 月 25 日に実施された「地域資源を活かしたまちづくりを語
る会」でのウォーキング参加者との交流やイベント終了後の参加団体からの活動発表等について報告
がありました。
○中信ブロック
“農具川環境美化委員会”（大北支部）事務局長の猪又毅さんから「地域づくりフォーラム中信ブロ
ック大会」
（10 月 25 日開催）で行なわれた国営アルプスあづみの公園の視察や元気づくり支援金活
用団体の事例発表の内容について報告がありました。
○南信ブロック
“三峰川みらい会議”
（上伊那支部）代表の織井秀夫さんから、
「南信ブロック交流会」
（11 月 5 日開
催）で行なわれた支援金事業「第 1 回高遠ブックフェスティバル」への参加の様子や各支部の活動事
例発表、高遠の町屋保存の取組や南アルプスジオパークでの地域づくり現地視察等の内容について報
告がありました。
各ブロックで活発に活動されている地域づくりの様子を知ることができ、参加者は興味深く聞き入っ
ておりました。新たな活動への参考になったのではないでしょうか。
その後休憩をはさみ、メイン企画となる「見て・聞い
て・触れて・味わう地域づくり屋台村」をコーディネー
ターの“街中賑わい研究所”代表の丸田藤子さんの進行
により行ないました。
○イントロダクション
まず始めにブース展示をいただいた 19 団体から、各々
ブースの前で活動内容等を紹介いただきました。
○交流タイム
各ブースに出向いて活動内容や作品の展示を見たり、
試食や物販など自由に楽しく交流を深めていただきまし
た。

○みんなでワイワイシンポジウム
参加者全員がシンポジストとして参加いただき、団体
の運営や地域づくり活動に関する日々の想いや課題、ユ
ニークな活動などについて意見交換しました。終わりに
コーディネーターの丸田さんから、
「地域づくりは地域へ
の貢献が大事。地域づくり団体の交流によって情報を共
有、良い思いで共感することによって、いろんな意味で
繋がりが広がり、よりよい活動、取組に反映される」と
まとめていただきました。

最後は閉会にあたり春日良太副会長の挨拶により締めくくっていただきました。
地域づくり活動をお互いにＰＲしながら、気軽に楽しく、情報、意見交換ができ、今後の活動への参
考になったことと思います。交流が深められたことにより、団体間ネットワークを広げるきっかけにな
ったのではないでしょうか。

【 参加団体 】
ＮＰＯ法人郷土史研究と青少年健全育成会（佐久支部）

内山キラキラプロジェクト（佐久支部）

ＮＰＯ法人信州ふるさとづくり応援団東信支部（佐久支部）

ずくだせネット（上小支部）

学生地域くらし創り考房こみっと（上小支部） カラマツストーブ普及有限責任事業組合（諏訪支部）
諏訪湖手作りカヌーの会（諏訪支部）

がったぼ会（木曽支部）

三峰川みらい会議（上伊那支部）

やまがた風土考房（松本支部）

ひさかた風土舎（下伊那支部※展示のみ）

農 具 川 環 境 美 化 委 員 会 （ 大 北 支 部 ）

大 町 地 蜂 愛 好 会 （ 大 北 支 部 ）

NPO 法 人 信 越 ト レ イ ル ク ラ ブ （ 北 信 支 部 ）

北原区ふるさと暮らし支援委員会（北信支部）

飯山市小菅むらづくり委員会（北信支部）

ＮＰＯ法人飯綱高原よっこらしょ（長野支部）

味ロッジわくわくさかき（長野支部）
(社)長野青年会議所（長野支部）

いやしの里・法地会（長野支部）

「ながのいのち」推進協議会（協力団体）

NPO 法人長野音楽療法研究会（協力団体）
～☆～・～☆～・～☆～・～☆～・～☆～・～☆～・～☆～・～☆～・～☆～・～☆～・～☆～・～☆

事務局からのお知らせ
新規加入団体紹介
佐久支部 大石花ももの里実行委員会（しだれ花ももの植栽、管理を通した住民の結束と地域づくり）
諏訪支部 原村薬草研究会（身近な野草薬草を利活用しての元気な体作りとふれあいの場作り）
諏訪支部 「出会いの広場」の会（出会いの機会を提供し、市民力結集、家族、人、地域づくり）

地域づくりネットワーク南信ブロック（諏訪・上伊那・下伊那支部）の会員相互の交流を深め、新たな活
動へのきっかけをつかむ場として、交流会が平成21年11月５日（木）高遠城址秋祭り開催中の伊那市の高遠
閣（国登録有形文化財）を会場に、各地域から32名が参加し、開催されました。
１

講演会
平成 21 年８月 29、30 日伊那市高遠町で「第１回高遠ブックフェ
スティバル」を開催した、同実行委員会委員長の斉木博司さんに、
「本の町の可能性」と題し講演会を開催しました。
講演では、イギリスの本の町「ヘイオンワイ」をモデルに、日本
にも本の町をつくろうと取組んでいる活動について、そのきっかけ
や、「本の町」とはどのようなものか、高遠を舞台としたこと、事
業の内容などをお話いただきました。
講演会後半では、織井上伊那支部長が対談相手として参加し、、本
の町のポイントや、そのポイントに基づくイベントの構成方法、今回
のイベントを実施しての実感として、まちづくりは、
「人」であるとい
うこと、更には今後の取組む方向性や活動していく上での、行政への
要望等を多岐にわたる講演となり、参加者それぞれの立場にとって、
今後の地域づくり、まちづくりに大いに参考となるものでした。

２．支部会員による活動内容の発表
続いて、各支部会員による活動事例の発表を行い、各団体の熱心な活動が報告されました。
原村むらづくり生涯学習推進委員会地域通貨専門部会

小林峰一さん

諏訪湖手づくりカヌーの会

伊藤孝男さん

上伊那支部

梅が里ギャラリー手づくり屋

三浦典子さん

下伊那支部

遠山郷まちけん

鈴木

諏訪支部

３

現地視察
現地視察は、高遠城址公園と町屋保存の状況（高遠
地区）とジオパークの現状（長谷地区）の２コースに分かれ
て行いました。
町屋保存の現状については、高遠桜守の稲辺健次郎さんが
ガイドとなり城址公園の桜や、高遠の町屋保存について現地
を巡りました。
ジオパークについては、伊那市の山崎政策推進課長が講師となり、ジオパ
ークの概要を説明していただき、その後実際の露頭を見学しました。
今回のブロック交流会の概要は、地域づくりネットワーク上伊那支部のホー
ムページにも掲載してありますので御覧下さい。
（http://www.pref.nagano.jp/xtihou/kamiina/chiiki/yamanet/nbkoryu.htm）
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～上伊那支部活動報告～
平成 21 年 10 月 15 日（木）、伊那市生涯学習センターにおいて「地域づくりフォーラム」を開催し
ました。
このフォーラムは、上伊那地方事務所と当支部の主催事業で、支部会員だけでなく、各地域で活動
されている「地域づくり団体」の方々など約 70 名が参加され、以下の内容を実施しました。
１．平成 20 年度「地域発 元気づくり支援金」事業の優良事例表彰とその事例発表
優良事例に選定された事業の中から、県知事表彰を受賞された「第１回信州なかがわハーフマラソン」
のほか、上伊那地方事務所長表彰４事業の表彰式を行い、各表彰団体からは、それぞれの取組を始めるき
っかけや背景、現状について、発表をしていただきました。

２．当支部会員による活動内容の発表
「一般社団法人井上井月顕彰会」及び「梅が里ギャラリー手づくり屋」が発表しました。
◎「一般社団法人井上井月顕彰会」 平澤春樹さん（平成 21 年度加盟団体）
・信州伊那に足跡を残した漂泊の俳人「井上井月（いのうえ せいげつ）
」
のおぼろげな記憶が失われる前に、井月や門下の俳人たちと井月を支え
た人々の業績を文化遺産として顕彰するため文化活動を行っている。
・当面の活動としては、(1)井月全集の復刊 (2)シンポジウムの開催
(3)ドキュメンタリー映画の製作。映画は、井月が見たであろう伊那谷の
自然と景色、伝統文化、さらにはインタビューを交えたもので、３年後の
完成を目指している。
・漂泊の俳人 井月を通じて伊那の人や文化、地域について考え、地域づくり、人づくりにも貢献してい
きたい。

◎「梅が里ギャラリー手づくり屋」 三浦典子さん

（平成 20 年度加盟団体）

・20 名のクラフト作家が宮田村の中心商店街にあった空き店舗を改装し、
そこを拠点に活動している。
・今まで商店街に縁のなかったクラフト作家が街中で活動することで、
中心商店街の活性化やにぎわいの創出に貢献できていると思っている。
・個性ある作家たちがすごい手間暇かけて作り上げた力作が展示されて
いる。単に商店街に買い物に来るだけでなく、作品を見て作家と話を
するような場にしていきたい。
・作家による各種講座の開催や季節に合わせたイベントを連続して開催し、商店街活性化やにぎわい創出
に貢献したい。

フォーラムには、支部会員以外にも多くの地域づくり団体などの参加をいただき、上伊那地域の地
域づくりに対する意識をより高めることができました。
上伊那支部では、今年度３団体が加入し、15 団体で構成されています。今後も、上伊那地域の地域
づくり活動が元気になるよう、取り組んでいきたいと考えています。

