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イベントの秋です。情報をお気軽にお寄せください！ 

参加者 

込山副会長 

長野青年会議所市民連携委員会 木賣さん 

長野市ボランティアセンター ボランティアコーディネーター 戸田理事 

支援ネット 事務局  

 

□活動報告 

込山副会長 今日は少ないですので、たくさん話してください。 

 

長野青年会議所（ＪＣ）市民連携委員会 木賣 

9月27日に、市民連携フォーラムを企画しています。7月15日に長野祇園祭が開催され、

私たちも協力させていただきましたが、それを市民の皆さんと考えようというものです。

ホテル国際 21 で、19 時から、参加無料で行います。 

ゲストは、ＳＦＫと松本大歌舞伎でボランティアをとりまとめた、青山織人さんです。 

「昔氏子、今ボランティア」というように、氏子機能は 30 年前までで、今はボランティア

が支えないと、と言われています。また、ボランティアは遠くから、といいます。ボラン

ティアも、組織がしっかりしていないと運営できません。0 から組織を立ち上げ、面白い切

り口で地域を活性化している青山さんからは、面白いお話がたくさん聞けると思います。 

また、パネリストには、地元・権堂商店街の区長さんや信大生を迎え、長野祇園祭を通じ

て、感じたこと・存続していくことなどについて、語り合います。どうぞお越しください。 

それにしても、なぜ松本なのでしょうか。松本でやる必要が、どうしてあるのでしょうか。 

 

ボラセン 戸田 長野と松本の違いってなんなんでしょうか。市長の違い、気質の違い…。 

 

木賣 松本の人は、お上のせいにしないと聞きます。民間がやる、という意識がある、と。 



戸田 確かに、松本は公民館発祥の地です。地域の方々の活動を、行政が支えるのです。 

松本市では、公民館で働くことが公務員としてのステータスになっていくようです。 

 

木賣 10 月 20 日、びんずる祭り・灯明まつりを考える集いを開催します。 

こちらはゲストが、北海道 YOSAKOI ソーラン祭り創始者の長谷川岳さんです。 

公開例会も、広く市民の方々に来ていただきたいと思っています。 

市民祭のあり方を考えるのは、観光資源としてお祭りをとらえ、長野市のグランドデザイ

ン・まちづくりを考える場にしたいからです。 

ＪＣでは、公益社団法人化を目指して、積み立てを崩しています。TOiGO にお祭り事務局

として数年間賃貸契約を結びました。私たちが支援できる間は、活動させていただこうと

思います。 

 

込山 集いに参加してほしいというのはわかりましたが、来てくれた人たちが、地域でど

う動くかの検証はどうしますか？ 

 

木賣 ＪＣ自体、単年度制であり、今年担当したメンバーが来年度できるかどうかわから

ない。それは弊害でもあり、検証もなかなかできないのが現状です。ただ、ＪＣがサポー

ト・主導しないとダメだとなると、本当の地域活性化ではないと思うんです。 

今年、農業体験の指導である「里山塾」という事業を、思い切って、今までとは異なる若

穂地域で行いました。そうしたら、今まで 2 年間やっていた七二会でも、単独で今年開催

されました。効果があったことが嬉しかったです。 

したがって、祇園祭も限定でテコ入れします。ともすれば、ＪＣメンバーが動いて地元の

方々が「よくやった」と褒めてくださるような状況になりますが、俗人的でなく、システ

マチックにまちの機運を盛り上げ、僕らが離れても、そのフォーマットを誰もが使って盛

り上げていってほしい。そんな気持ちです。 

 

戸田 普段から活動している人が動くと、きっと動きもつくれて効果も上がりますが、役

とか所属もない主婦や中高年も関われるようなきっかけとなるものがついてくるといいで

すね。単年度事業の継続のフォローを提案してはいかがですか？ 

 

木賣 その意味で、この支援ネットは、ＮＰＯというかたちで落としどころとなったこと

が素晴らしいのです。 

団塊の世代の方々は、競争原理の中で生きていますので、時間やスキルだけでなく、責任

感や継続力、負けん気があります。いわば、スーパーボランティアです。男性でスキルが

高い方が、一人でふらりと来られることもあります。ボランティアの受け皿も紹介できた

らよいと思います。 



9 月のゲストの青山さんに、事前取材をした者に聞いたのですが、ボランティアは「参加し

たい」と思わせる仕掛けが大切だそうです。ＳＦＫでは、Ｔシャツやはっぴだけでなく、

立派な「ボラ証」とか。あと、ボランティア参加費として 500円集めているそうです。そ

れで、楽屋入りもできる。 

 

戸田 そういうふうに、お金を出してでもボランティアをしたい、という機運は最近高ま

っていますね。中学生以上で募集した夏のボランティアチャレンジ「サマチャレ」でも、

300 円保険代の他、500 円参加費をいただいています。 

傾聴電話「命の電話」は、スキルアップしないといけないボランティアですが、2 年間 2

～3 万円かかってもしたいという方も多いです。 

 

木賣 それから、ＪＣでは新幹線問題も、討論しました。 

 

戸田 中立的な団体で主催することに意味がありますね。 

その点、お寺がコミュニティに果たす役割について、前回も触れましたが、やっぱり生き

ているうちに使っていきたい場所ともいえますね。 

 

木賣 家がお寺です。夏休み、子どもたちの非日常体験として、様々な企画を行いました。

お化け屋敷に、裏山オリエンテーリング。ろうそくだけの灯の集いなど。昔は、全国的に

ですが、真宗有志で、青春 18 きっぷで来た大学生たちに、泊まる場所だけ提供したりして、

ヒットしました。今は、高齢者が多いと聞きますが。 

 

戸田 ホームレスの方々の頼る場所としても、お寺があるようですね。 

 

木賣 被災地…中越でも本堂を開放しているお寺がありました。そこは、震災で助け合っ

たこと、生かされていることをともに分かち合う機会としてイベントを企画されています。 

私の実家は、戦時中、板橋の学校の疎開先で、今だに訪ねてくる人がいらっしゃいます。 

お寺は、何かあったときだけでなく、普段から開かれていることが、本当の意味で地域に

愛されることになる。そのためには、まだまだ意識改革が必要だと思っています。 

 

込山 一流のスーパースターは、お寺で気づくんですよね…！ 

濃い話ができました。今日もありがとうございました。 

 

  



□イベント情報 

●長野青年会議所 

市民連携フォーラム 〜市民がつくる「ながの祇園祭」の新たなカタチ〜 

9 月 27日（木） 19 時～ ホテル国際 21 

他、詳しくは、http://njc2012shiminrenkei.naganoblog.jp/ 

 

●長野市ボランティアセンター 

チラシ 下記 2点あわせて。

http://www.nagano-shien.net/wp-content/uploads/2012/08/36fba84e4fd9

6897f0ff86346b736ff0.pdf 

 

◎コーディネート力を身につける講座・応用編～支え合う仕組みをつくるための講座～ 

ひとりの困りごと みんなで解決！ 

9 月 6 日（木）・7日（金） 10～16時 

参加費 500 円 申し込み ボランティアセンター 

→若槻地区の困りごと※に迫ります。一人の気づきを皆の課題として取り上げ、プログラ

ム化していく手法を学びます。自分の地域や組織に持ち帰ることで、活動につなげていた

だきたいと思います。※どこでも出る 2大困りごとは、①雪かき②空家の庭木です！ 

 

◎探検・発見・ほっとけん まちの縁側講座～豊野地区・安茂里地区・篠ノ井中央地区～ 

→今年もやります。縁側ができると、人が集まります。 

講師 延藤安弘先生 

参加費 500円 

申込み 長野市ボランティアセンター 227-3707 9/21までに。 

http://www.vnetnagano.or.jp/engawa/engawatop.htm 

 

●第 21 回 全国ボランティアフェスティバル みえ 9/29・30 

毎年行われている全国ボランティアフェスティバル。今年は三重県で開催されます。 

問い合わせ先 事務局 〒514-8552 三重県津市桜橋２丁目 131 

三重県社会福祉会館内（ボランティアフェスティバル担当） 

TEL 059-227-5145 http://www.miewel-1.com/vfmie/ 

 

●長野市より・認知症相談会開催のお知らせ  

長野市では認知症の高齢者とその家族を支援するため、「認知症相談会」を開催します。 

専門の医師が認知症に関する相談をお受けしますので、お気軽にご相談ください。 

会場 長野市役所介護保険課 中部地域包括支援センター （第二庁舎１階） 

http://njc2012shiminrenkei.naganoblog.jp/
http://www.nagano-shien.net/wp-content/uploads/2012/08/36fba84e4fd96897f0ff86346b736ff0.pdf
http://www.nagano-shien.net/wp-content/uploads/2012/08/36fba84e4fd96897f0ff86346b736ff0.pdf
http://www.vnetnagano.or.jp/engawa/engawatop.htm
http://www.miewel-1.com/vfmie/


費用無料、定員１日３人まで 

申込み 電話で介護保険課中部地域包括支援センターへ（TEL ２２４－７１７４） 

（8 月から 3月 毎月 1回。詳しくはチラシで。） 

http://www.city.nagano.nagano.jp/uploaded/attachment/39716.pdf 

●長野市災害ボランティア委員会 

◎「伝える」プロジェクト 展示パネル貸出し。「震災を忘れない」ために。共有したいこ

とがあります。貸出し希望者は、一週間前までに申し込みを。 

http://www38.atpages.jp/kawasakigpz2002/panel_info.pdf 

 

◎長野元気プロジェクト 

募金箱やチラシを置いていただけるところを募集中！ 

企業・団体の皆様には、スタッフの皆さんの休憩室への募金箱設置や、お給料の端数募金

など、「できる範囲」でのご協力をお待ちしています。 

大槌で頑張っている方に大槌の花屋さんに注文した花を送っています。現在は大槌役場１

か所ですが、今後は資金が集まり具合によって、警察・消防・病院などにも送りたいと考

えています。 http://genkiproject2012.naganoblog.jp/ 

→元気ニュースも発行しています。ブログをご覧ください。 

 

上記 2つのプロジェクトの問い合わせ先 

〒380-0813 長野市緑町 1714-5（長野市ボランティアセンター内）  

長野市災害ボランティア委員会事務局 

E-mail dvcnagano@gmail.com  FAX 026-224-1513 

※上記以外にも、様々なプロジェクトが同時進行しています。 

http://dvcnagano.naganoblog.jp/ 

 

●耕せながの！講演会  比田井和孝＆腰塚勇人 講演会 

平成 24年 9月 29 日（土） 長野市東部文化ホール 開場 16:00 

第 1 部 比田井和孝先生 16:30～18:00 第 2部 腰塚勇人先生 18:30～20:00 

前売り 大人 2,500 円 学生 1,500円 1部、2部共通。 

http://tagayase.blog.so-net.ne.jp/ 

長野県内をはじめ、日本中で活躍されている上田情報ビジネスの比田井孝和先生の「私が

http://www.city.nagano.nagano.jp/uploaded/attachment/39716.pdf
http://www38.atpages.jp/kawasakigpz2002/panel_info.pdf
http://genkiproject2012.naganoblog.jp/
mailto:dvcnagano@gmail.com
http://dvcnagano.naganoblog.jp/
http://tagayase.blog.so-net.ne.jp/
http://img01.naganoblog.jp/usr/genkiproject2012/%E5%85%83%E6%B0%97%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B91.jpg


一番受けたいココロの授業」とスキー事故から奇跡の復活をした腰塚勇人先生の「命の授

業」のコラボレーション。申し込みは電話、FAX またはメールで。 

込山哲也（コミヤマ）携帯 09035851680 FAX 026-257-5454 

PC メール tez5380@ba3.so-net.ne.jp 携帯メール tez5380@ezweb.ne.jp 

 

 

□物品情報 

・探しています パンフ台  

ケーズタウン若里様で、支援ネットのチラシを置いていただけることになりました。春か

ら掲示していただいていますが、手に取ってお持ち帰りいただくことで、より市民の方々

の暮らしに届く活動になると思います。つきましては、現在展示台がありません。会員企

業・団体の皆様より、ご寄付を募集します。写真のようなＡ4サイズのパンフレット台が不

要になりましたらお譲りください。傷・汚れがあってもよいので、よろしくお願いします。 

  

中古のパンフレット・カタログ台、ご寄付を募集中です 

※A4サイズであれば、大きさは問いません。 

・集めています 

長野市ボランティアセンター 書き損じハガキ、古切手 

 

・寄付します たんす、ポットなど  

会員限定期間を過ぎましたら、ホームページで公開します。 

 

以上 

 

後記 

まず自分が惚れ込んで提案することが大切だ、と、最近ある市民活動で教えていただき

ました。今回のお話は、その強さをひしひしと感じる、濃い時間でした。感動は論理の源。

感動する心を忘れずに、日々を過ごしていきたいと思います。 

mailto:tez5380@ezweb.ne.jp

