NPO法人 ステップアップファーム

子どものミカタプロジェクト

障害のある方々をお預かりして、日中一時支

子育て支援経験20年以上の臨床心理士による

援をしています。自立に向けた支援や畑に野

市民団体です。〝他では解決できなかった子

菜を作り、自分達で食べたり売ったりして、

育ての悩みが解決する！”と大好評の子育て

毎日楽しく、過ごしています。

メソッド「４つのミカタ」を伝えています。

松本市市民活動サポートセンター

(公財）長野県長寿社会開発センター

塩尻景観ネットワーク

市民活動サポートセンターは、市民活動を支

いくつになっても、それぞれのステージでそ

塩尻の風景や心象を再認識し地域の景観づく

援し団体間や市民と行政の協働を推進する場

の人らしく生き生きと役割りのある人生を送

りについて考え、語り合う活動、未来の塩尻

所です。今回は発足10年で力を入れているプ

れるよう、県シニア大学などを通じてシニア

へ向けて守りたい景観。創造する景観等に関

ラチナサポーターズ松本の活動を紹介します。

世代を応援しています。

心、興味の有る人と共に行う地域活動です。

hana-tomo

NPO法人 グループＨＩＹＯＫＯ

障害者パソコン研究会

中信地区で活躍しているハンギングマスター

『情報技術を活用し、地域の誰もが活き活きと

が集まり、えんぱーくなどの公共施設への植

暮らせる社会を作る』を目標に、パソコン・

え込みの提案、制作を行っています。また、

iPad 講座の企画・運営、Ｗｅｂ サイト作成・

講習会を通して地域の花育を推進しています。

支援、インターネット安全教室、などを開催。

目の見えない・見えにくい方向けのタブレット
・スマホ勉強会を希望者があるときに塩尻や松
本で開催しています。
詳細は、http://pasoken.naganoblog.jp/ で
ご確認ください。

パネル
展示団体

その他、中面で紹介している、当日出展する団体もパネル展示を行います。

2022

11月19日
10時から15時まで
会場：えんぱーく３階
至 国道19号

塩尻駅

JR

塩尻幼稚園

大門七番町

塩尻駅前交番

東口

塩尻市役所

塩尻市役所

トヨタレンタリース
長野塩尻駅前店
ホテル中村屋

新型コロナウイルス感染症の対策のため、必
ず、会場入口からご入場いただき、受付を済
ませるようにしてください。
ご協力をよろしくお願いいたします。

みどり町

塩尻駅入口
大門八番町

P

八十二銀行

塩尻市市民交流センター

えんぱーく

P

市営大門駐車場

市営大門駐車場をご利用の場合は、駐車券を
えんぱーくまでお持ちください。
３階まちづくりフェスティバル受付等で処理
することで、６時間分の割引きが受けられま
す。

当日、検温してからお越しください。普段よ
りも熱がある方や、体調が悪い方のご来場は
ご遠慮ください。
また、マスクの着用にもご協力ください。

パネル
展示

主催
企画

主に塩尻市内でまちづくりに関わる約20団体の
活動の様子を紹介したパネル展示を行います。

10月24日
～11月６日

広丘駅改札前コンコース２階
および、えんてらす１階

11月７日
～11月18日

えんぱーく１階
および、ウイングロード１階

塩尻市市民交流センター
TEL：0263-53-3350（内線4221）
特定非営利活動法人えんのわ
TEL:0263-54-3320

プ
スタン
ラリー

毎年恒例の
スタンプラリー
も

あるよ！

素材にこだわった商品の販売や
子どもたちに人気のクラフトなど
いろんなブースをまわって、
景品を手に入れよう！！

受付で、スタンプラリー用紙をもらってね。

出展
団体

NPO法人えんのわ

塩尻市市民交流センター

総合受付
スタンプラリー受付・プレゼント交換
所（アンケート付）

市民交流センターは、「知恵の交流を通
じた人づくりの場」の実現を目指し、誰
もが気軽に立ち寄れる施設として、役立
つ情報を提供し、皆さんの意欲と活動を
応援します。

① のぞみカウンセリング ② 起立性調節障害(OD)
③ ヒッポファミリークラブ
松本親の会
・コミュニケーションの助けに
なる「オメメドウメモの展示」
・休息所
・主な活動紹介
普段の活動紹介
のぞみカウンセリングは、発達
障がい者が代表を務めるぴあカ
ウンセリングルームです。「イ
ベLabココカラ」をお借りして、
コミュニティーカフェを運営、
居場所作りに励んでいます。

親の会を開催します！
お話しにきませんか？
ODの冊子の販売
普段の活動紹介
朝起きれず、午後になると元気。
怠け？サボり？ODは思春期に起
きる血圧調節の機能不全、病気
です。当会はODの理解が広まり、
子どもが安心して過ごせる社会
を目指して活動しています。

多言語活動紹介／留学生と交
流してみよう（予定）／多言
語であそんでみよう
普段の活動紹介

『ヒッポは41周年！』赤ちゃんと同
じプロセスで「ことばを自然に育む
環境を作り、多言語自然習得活動」
を実施。国や人種の違いを超えて、
青少年＆親子ホームステイ交流、高
校交換留学、キャンプ、ワークショ
ップ、オンライン交流等、多彩な国
際交流活動を、多国間で実施。

④ フレンドリー

⑤ NPO法人わおん

ストラップのワークショップ、動
物愛護団体支援の手作り品や衣
類雑貨の販売

自然物を使った簡単工作（有料） 第３期作品「謎解き探偵団マ
やクラフトグッズ、げんすけグ ーブル☆スター」をＤＶＤ上
ッズの販売を行います。
映します。

普段の活動紹介

普段の活動紹介

もったいない広場を開催。不用
になった品物を必要とする方に
毎月第２土曜日に差し上げてい
ます。また動物愛護団体支援の
ためのバザーフリマも開催して
います。

子どもたちがもっと元気に輝く
地域を目指して、自然体験活動
や森でのんびり過ごす「森カ
フェ」、元気の助っ人「げんす
け」とのふれあいなどをおこな
っています。

⑥ CoCo

ミュージカル部

普段の活動紹介
ＮＰＯ法人ＣｏＣｏの利用者・
スタッフ・参加希望者で楽しく
演劇活動中！現在、４～５期作
品「ようこそ童話の国の○○へ」
を、コロナ感染対策をしながら
制作中です。

⑦ 生活クラブ生活協同組合
⑧ 学習支援センター実帰舎 ⑨ ＨＹＨ・Ｒｉｂｂｏｎ
塩尻支部
素材にこだわったオリジナル
食品を中心に紹介や販売をし
ます。環境を考えた日用品も
多数ご用意しています。
普段の活動紹介
毎日を丁寧に暮らすための安心
・安全な食材を生産者さんと共
に追求し、オリジナル品を多く
お届けしています。サスティナ
ブルな社会を実現する取り組み
を目指しています！

紙芝居上演 本年は塩尻平出遺跡の縄
文時代を題材に、糸魚川の翡翠と茅野
の黒曜石が出会う物語の紙芝居上演で
す。高野山高校の女子生徒さんが上演
します。

・環境と健康に関する物販
・環境に優しいシュワボムの
販売
・エシカルたまごの販売

普段の活動紹介

普段の活動紹介

不登校・病弱・発達障害の就学年齢
の学習支援を行っております。紙芝
居劇団として子ども食堂への催し物
支援で参加しており、幼稚園児や小
学生らに、紙芝居の上演方法や紙芝
居の絵の描き方や筋書の作り方を教
えております。

環境と健康に関するイベントの
企画と運営をしています。
SDGsを多くの方々に知っても
らう企画を行います。

⑩ グリーン＆ストーン

⑪ チームつながり

⑫NPO法人
LomiLomiどっとこむ

天然石、ガラスビーズ等を使
い、ネックレス・ブレス・サ
ンキャッチャー・ストラップ
等を作りましょう！

スマホダラダラでお悩みのあ
なた！ボードゲームを体験し
ませんか？ 家族で楽しい時
間が過ごせますよ！

私たちは障がいを持っている
方の学びをサポートし、地域
の方々と就労移行を立ち上げ
ております。

普段の活動紹介

普段の活動紹介

手作り体験ワークショップ
子どもから大人まで誰でも楽し
めます。

⑬

創造性やコミュニケーション力
の育成に役立つボードゲームの
子ども向け体験会を行っていま
す。オンライン人狼会や〝子ど
もが楽しめる活動”を企画した
い方を応援します！

普段の活動紹介
18才以上で障がいを持つ子ども
の学びをサプティーチャーに協
力いただいて、学習等を進めて
います。

⑭ 塩尻おもちゃ図書館

塩尻子ども劇場

・工作キット販売、
・おうちで遊ぼう簡単工作
・おうちでチャレンジ

・おもちゃ広場
・マイバック作り
・おもちゃで遊んでスタンプ
をもらおう

普段の活動紹介

普段の活動紹介
子どもがおもちゃで自由に遊べ
るおもちゃ広場や遊びの広場を
開催。障がいのある子もない子
も、共に遊び育ち合うことを願
って活動しています。出張出前
広場もご相談ください。

優れた舞台芸術を地域に届けた
い、子どもの仲間集団を作り、自
主性、創造性を育てたい、ひとり
ぼっちの子育てをなくしたいと
いう願いの下、日々活動してい
ます。
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