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支援ネット会員各位 

月例情報市場等 報告 

201308 

8 月の月例情報市場のご報告をいたします。よろしくお願いいたします。 

 

■活動報告 ■各種情報 ■募集情報 ■後記 

 

■活動報告 

□情報市場を開催しました 

平成 25 年 8 月 21 日（水）、月例情報市場が行われました。 

 

今回の参加者 

・長野県企画部企画課調整係 担当係長 青木さん 

・同企画調整事務 戸井田さん 

・しあわせ信州婚活サポーター 太田さん、清水さん 

・（公社）長野青年会議所 倉石さん 

・丸山さん 

・ふれあい長野ビデオクラブ 山崎さん 

・支援ネット 込山・仲條 

 

込山 情報を共有できる場です。今、皆さんで名刺交換されたようですね。少し安心され

たのでは? それでは、具体的な活動をご紹介ください。 

 

県企画部企画課調整係長 青木、戸井田 

少子化・晩婚化・未婚が進んでいます。もちろん個人の自由ですが、そういっていられな



ながのボランティア・市民活動支援ネットワーク 

2013.08 活動報告 

2 

くなってきたのが現状で、行政が結婚活動支援をすることにな

りました。長野県は、今年度からです。県民の皆さんのお力が

必要です。 

「ながの出会い応援プロジェクト」としてまず、サポーターを

募集します。しあわせ信州婚活サポーターとしあわせ信州婚活

応援団です。個人と団体の違いです。いろいろとあるので、詳

しくはホームページをご確認ください。 

 

 

JC 倉石 この関係の話題では、街コンのメンバーが数人います。そのメンバーに聞きます

と、楽しくやろう、と言っています。商工会議所でも支援しており、事務局に気軽に入っ

てくれといわれますが、入っていく人を見たことがありません。青年会議所の中で出会い

があり、メンバー同士の結婚があったり。まず出会うのが大切だと思います。 

お見合いすると結婚できるか、となると、できないと思います。フィーリングが合わない

と無理ですよね。 

込山 お見合いは、結婚への意識がある状態で会うので、確率高そうですが？ 

倉石 親の紹介とかだとダメですよね。自分から動くことが大切だと思う。 

込山 自分が動く、ね。キーワードかもしれません。 

 

太田 組織ではないのですが、大町や諏訪に仲間がいて情報交換をして結婚支援していま

す。今まで、現役時代からずっとそういう出会いの支援活動をボランティアでしてきまし

た。若いときからおせっかいおじさんだったんです。今日は仲間の清水さんと来ました。 

今まで一組は結びつけました。今回県で立ち上げたということで、申し込みをしました。 

縁がないと結婚はできないと思います。今の 40 代、積極性がないと思います。 

清水 世の中の具合を人さまから聞いてみたいと思って来ました。紹介を頼まれても、親

と子が意見が違う家があります。親に言っても、息子と話してみないとわからない。一致

することはないんです。私は自分の子どもは皆結婚させたので、世話をしないと、と思っ

てやっています。 

込山 清水さんも、仕事でなく趣味…使命でやっているんですか? 

長野県では、「ながの結婚・子育て応援宣言」の趣旨にご賛同いただいた上で、結婚を希望

する方に対し、出会いのお世話や出会いの場の提供などを行う「婚活サポーター」を募集し

ます。 

第一次募集期間：9 月 13 日（金）まで 

１．しあわせ信州婚活サポーター 個人対象 

２．しあわせ信州婚活応援団 企業・団体対象 

http://www.pref.nagano.lg.jp/kikaku/kikaku/shoushika/kekkon/index.htm 

http://www.pref.nagano.lg.jp/kikaku/kikaku/shoushika/kekkon/sengen.htm
http://www.pref.nagano.lg.jp/kikaku/kikaku/shoushika/kekkon/index.htm
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清水 やっぱり結婚して子どもが生まれないと。日本の国がつぶれてしまう。戦後は、人

間が余るほどいたから、食うも食われないような時代でも。子どもの力を借りてここまで

復興した。日本の幸せでもある。 

込山 …そうですね。では次の方お願いします。 

 

丸山 ボランティアをしたいと考えています。仕事の合間に、何か人と係わり合いながら、

役に立つことができれば、と思って。 

込山 そういう気持ちがあれば、もう始まっているんですよ。世の中がうまくまわると思

う。ここにいる皆さんの一番はじめのきっかけはそれだと思います。 

丸山 月に 2 回手話講座に参加しています。土曜日半日つぶれるけれど、月 1 回でも他に

何か顔を出したいです。 

込山 僕はこの 10 年、毎月情報市場の司会をしています。これが僕のボランティアです。 

時間的には短いけれど。長く無理なくが大事で。いつも楽しみながらやっています。 

20 年前、人を結びつけることが大好きで。合コンをしていました。平成 2 年入社なんです。

3 対 3 で飲む。どこから相手を見つけるんですか、といわれるが、ルールがあり 

今日来てくれた相手を喜ばそう、と決めました。そして、次に会う約束を決める。ショー

でしたね。400 回やりました。マハラジャ貸切で、250 人の合コンパーティーも。 

毎月 19 日 19 時に飲む異業種交流もしました。3 人から始まって 50 人以上に。今は、皆

が忙しくなって休止していますが、20 年間毎回新規のお店でやり続けたんです。話も場所

もメンバーも固定しない。楽しいことをしているので、仲間と結婚している人もいる。長

い付き合いにもなっています。 

楽しいことをしているとくっつきやすいんじゃないでしょうか？ ボランティアセンター

では、ボラコン★というのも始まっています。 

★参考・長野市ボランティアセンターホームページ「ボランティアネットながの」

より。4 月のボラコンの様子はこちらです↓ 

http://www.vnetnagano.or.jp/h25/report/vlcon_0419.pdf 

参考にしていただければと思います。もう少し深く入りたいですが。どうですか? 

 

青木 しあわせ信州婚活サポーターの募集は 7 月から始まっています。9 月 28 日(土)に、

第 1 回講習会を行います。ボランティアなんですが、個人情報は守ってほしいので、それ

だけは県からのサポーター認定の条件、義務になります。受けていただくと、認定証がお

渡しできます。そのときに、結婚子育て応援フォーラムも行います。松本の街コンさんを

県が後援します。長野の街コンさんとも連携できないかと話しています。 

支援ネット サポーターの年代層は? 

青木 サポーターは高齢者がほとんどです。昔のおせっかいおばさんといいますか。 

現代は、人間関係が希薄です。60-70 代の方がご自分の息子さんは片付いたので他の若者

http://www.vnetnagano.or.jp/h25/report/vlcon_0419.pdf
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のお世話したい、と応募してくるケースが多いです。 

込山 かなり応募は入っていますか? 

青木 毎日問い合わせが来ています。 

込山 丸山さんのお近くではそんな話題はありますか? 

丸山 自分の周りにはいないです。将来のこと考えれば不安だけど。 

込山 今が充実しているんでしょう。 

青木 今、時代が豊かなんですよ。セミナーも、正面切って婚活とは言わないです。 

込山 出づらいですよね。結婚しても楽しいという例が少ないのかな? 

青木 啓発が大切ですね。 

込山 子育ても、大変というイメージがあるので。親としての楽しみが増えるとか。楽し

いんだ、というイメージにしないと…。逆のほうの支援もしていったほうがいいのでは? 

青木 それもあるし、パートナーがいても子どもをつくらない…余裕がないとか。県とか

いうレベルではなくなってしまいますが。いいイメージって、なかなか難しいですね。 

太田 松川村の例もありますが、テレビでもやってますよね。10 組以上が結びついたのを

見たことがあります。 

青木 女性を圧倒的に多く集めているようです。マッチングシステムのようなものをつく

ると、女性が少ないですよね。マッチングは、臨界点を超えないとだめなので、4～5 千と

か 1 万人とか集まらないとだめなんですね。だから、太田さんの取り組みで、1 組でも成

立したのはたいしたものだと思います。 

込山 そうですね。 

 

ところで、丸山さんがせっかくこられているので、やりたいことを聞かせてください。 

丸山 英語とか文章をつくることが好きです。あと手話を習っているので、福祉系のボラ

ンティアをしてみたいです。 

支援ネット 9 月 29 日(日)に若里でふれあいまつりがありますので、参加してみてはいか

がでしょうか? あと、お気軽にボランティアコーディネーターさんにご相談されるとよい

と思います。 

込山 ふれあいまつりやボランティアのつどいは、ボランティア団体さんと知り合える機

会です。知り合えれば、声もかけやすいですよね。 

はじめてのボランティアは、あいさつするだけでもいいと思います。地域の中で、こわい

おじさん役をやってみるとか、声をかけてあげることも大切ですよね。気張らずに長く続

けることですね。 

出会いはたくさんあるかもしれないけど、ありすぎて迷う人もいるので、背中を押すとか、

手をを引っ張るということを、お集まりの皆さんがお手伝いできれば、長野県の人口も増

えるのでは?と思います。 

それでは、そろそろお時間です。今日もご参加ありがとうございました。 
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・その他 

★イベント情報 

・CPS 交流会/(公社)長野青年会議所市民連携委員会 

９月１２日（木） CPS 既参加団体と他の団体・ボランティアの交流会 申込要 

詳細は市民連携委員会 倉石さんまで。http://www.nagano-jc.jp/index.html 

 

・第 32 回ふれあいまつりボランティア大募集 

障がいのある人もない人も、年齢も性別も問わず、みんなで一緒に楽しむビッグイベント！

毎年 1 万人以上が来場し賑わいます。ポップコーン、綿あめ、パン食い競争など、オフィ

シャル企画のボランティア募集中！ 詳細はチラシ参照。平成 25 年 9 月 13 日締切 

日時 : 9 月 29 日（日） 8：30～16：00 

http://www.vnetnagano.or.jp/h25/fureai_v.pdf 

 

・今月のかわらばん情報 

http://www.vnetnagano.or.jp/kawaraban/index.htm 

 

★物品募集情報 

長野市ボランティアセンターさん経由で物品寄付のお願いがあります。 

移転・大掃除等で不要になった物がありましたら、お知らせください。 

 

 

 

 

参考□まちの縁側について 

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

長野市でも、身近な地域での居場所づくりが進んでいます。他にも、提供できるものがあ

れば、ボラセンさん経由でご紹介できますので、ご検討のほどお願い申し上げます。 

 

■後記 

・暑い夏もそろそろ終わりに近づいてきましたね。皆さん、元気に乗り切ることができま

したか？ 支援ネットでは、11 月 30 日(土)午後にふれあい福祉センターで、10 周年記

念シンポジウムを開催する予定となりました。拡大版情報市場も計画しています。詳細が

決まりましたらご案内しますので、楽しみにしていてください!(な) 

 

以上 

●提供希望：折りたたみ式の会議用机 6 脚 

     （6 脚まとめてでなくても、1 脚でもあればお願いしたい） 

：折りたたみ式のいす 適宜 

 

http://www.nagano-jc.jp/index.html
http://www.vnetnagano.or.jp/h25/fureai_v.pdf
http://www.vnetnagano.or.jp/kawaraban/index.htm

