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和太鼓がつなぐ交流の絆
５月１３日から２０日メンドシーノ訪問団（５・６年生１９名と引
率者１２名）がメンドシーノとサンフランシスコを訪問しました。
今回の訪問ではメンドシーノの町の中心部のケリーハウスという古
い博物館の庭の芝生で初めて屋外での太鼓の披露を行い、１００名
以上の関係者や通りすがりの観光客の前での発表を行い大きな歓声
と喝さいを浴びました。詳細は次号での紹介とホームページ（美麻
WIKI）に今後掲載してまいりますのでご覧ください。

ＱＲコードを読み取ってパソコンやスマホでホームページをご覧ください。
ホームページ
美麻Wiki
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美麻地域づくり会議の総会を４月２１日
に開催し、以下の内容について承認、決定
をいただきました。

議題１

平成２７年度

議題３

事業報告

5/7〜10 被災ゴミ収集ボランティア
5/15
地域づくり会議総会
5/24
美麻地区運動会
6/20
道路草刈作業
7/3〜8 メンドシーノ訪問団来訪
8/ 1 やまびこまつり参加
8/ 9 よっとくれフェア・美麻市
8/22 美麻社協ふれあいまつり
8/30 自転車ロードレース大会
9/ 5 美麻地区球技大会
9/18 敬老会
9/20 おやき恋訪・美麻市
10/17 梨の木祭取材
10/24・25 美麻地区文化祭・美麻市
11/7
ふるさと美麻会交流事業
11/15 美麻市
H28.3/13 先進地視察
・コミュニケーションブックの内容更新
・コミュニティーカレンダーの発行

議題４

平成２７年度

議題６

163,280円

3.地域づくり活動促進事業
666,400円
やまびこまつり参加事業（127,111）
道の駅活性化・美麻市事業（147,975）
定住促進・ふるさと交流事業（142,950）
会員活動支援事業（74500）
学社融合事業（173,864）

決算合計

予算

会長選出について

専門部会の構成について

専門部会の構成を見直し、「情報発信部
会」と「交流事業部会」の２部会としま
した。

議題７

4.一般管理費

平成28年度

今年度も前川会長に継続をお願いするこ
とになりました。ご協力よろしくお願い
します。

決算報告

1.情報発信・情報交換事業
668,039円
コミュニティ・カレンダー（270,000）
コミュニケーションブック（97,200）等
2.地域づくり調査研究事業

事業計画

1.情報発信事業
980,000円
(1)広報誌等発行事業
(2)住民ディレクター事業
(新)10周年記念誌発行事業
2.地域づくり調査研究事業 200,000円
(1)先進地調査研究事業
(2)特産品研究事業
3.交流促進事業
500,000円
(1)やまびこまつり参加事業
(2)道の駅活性化・美麻市事業
(3)定住促進・ふるさと交流事業
4.地域づくり活動促進事業 230,000円
(1)会員活動支援事業
(2)学社融合事業
5.一般管理費
17,000円
6.予備費
140,000円
合 計
2,067,000円

議題５
議題２

平成28年度

平成28年度事業計画は、美麻地域づく
り会議が設立１０周年を向かえる年となる
ことから、継続事業に加え、「１０周年記
念誌」の発行をすることとなりました。

14,245円
1,511,964円
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平成２８年度役員
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４月６日(水)に美麻小中学校入学式が、
美麻小中学校体育館で行われました。こ
こ数年で一番多い１３名の新入生を全校
児童生徒、教職員、保護者、来賓のみな
さんが温かく迎えました。
お兄さんお姉さんと手をつなぎながら
体育館へ入場し、きちんと席に着き、お
話しをしっかり聞くことができました。
また、「一年生になったら」の歌を２年
生と一緒に歌い、元気な歌声が体育館一
杯に響きました。これから９年間、元気
に勉強や運動を元気に頑張り大きく成長
していきましょう。

・今日、新学期でした。みん
な学生服やブレザーを着てい
たので「８年生なんだなぁ」
と思いました。中１と中３の
間の大切な時期だと思うので１日１日を悔いの
ないように過ごせるよう頑張っていきたいです。
（８年 川尻夏翠）
・新一年生としゃべるのは、お互い少し緊張し
ていたけれど私が目を見て話すと相手もちゃん
と目を見て話してくれたのでとても嬉しかった
です。明日から１年生と一緒に登校するのでしっ
かり見てあげたいです。（９年 永澤里々花）

みあさ保育園入園式

４月４日地域の皆様の暖かい目に迎え
られ、美麻保育園の入園式が行われまし
た。年少１名、年中１名、合わせて２人
の新しい子供達がみあさ保育園に仲間入

りしました。今年度は、年長さんが居な
いということで淋しい気持ちもあります
が、年中クラス３人、年少クラス３人、
未満児クラス４人、計10人で元気いっぱ
い新しくスタートしました。
自然豊かな美麻保育園でお友達と外で
たくさん遊び、たくさん笑って、自然に
いっぱい触れ、元気に過ごして欲しいと
思います。地域の皆様も、暖かい目で見
守って頂けたらと思います。
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２０１６
美麻市民科スタート
今年も総合的な学習の時間「美麻市民科」
がスタートしました。５月９日（月）には、
長野大学の禹先生や学校支援隊の方たちに
来ていただき、各学年（グループ）のテー
マ決めや活動内容決めにアドバイスをもら
いました。

○総 合の時に地 域の方
がた くさん来て くれま
した 。そして自 由にク
ラス を見てくれ てアド
バイスをしてくれて、こんな学校はあま
りないんだろうなと思いました。私は、
日本の少子化、過疎化を調べることにし
ました。(９年 北村祐凪)

○総合的な学習の話し合いをしました。
３つのグループに分かれました。私は、
「美麻の写真」です。いろんな地域の方
が来てくださって、いろいろ話をしてく
ださいました。少し話し合うとけっこう
出てきました。２年間を通して楽しみな
がら美麻を見ていきたいです。
(８年 小山あさ)

農業指導いただき
ありがとうござい
ました。
５年が作る田んぼの畦塗りと荒くれを
支援ボランティアのみなさんにご協力
いただき、５月３日に児童や保護者と
ともに行いました。
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１・２年生

鷹狩山

最高の天気のなか美麻小中学校１〜４年
生の遠足が行われました。
目的地は、１・２年生は鷹狩山山頂・森
林まなび公園、３・４年生は千見城でした。
朝、2年生、4年生がリーダーとして出発の
会を進行して、元気に出発しました。１・
２年生は鷹狩山から大町市が一望できる景
色を楽しむことができました。３・４年生
は、涼しい木陰の山道、厳しい稜線を歩き、
昔の武将の気分を味わうことができました。
学校支援隊の方がたの協力もあり、ケガな
く皆元気に帰ってくることができました。
ありがとうございました。

○今日、えんそくに行き
ました。たかがり山に行
きました。おべんとうが
おいしかったです。つか
れましたがさいごまで歩けてよかったです。
いっぱいあ そべてよかったです 。(２年
青木めい)
○今日、３・４年生で遠足に行きました。
行った所は千見城趾(千見城跡)です。ぼく
は、班長なのでまとめるのが大変でした。
急な登りの所もありましたが、がんばれま
した。はしごも登りました。お城の話を頂
上で聞きました。分かったことは、千見城
は、村の人たちが逃げ込む所だと分かりま
した。(４年 阿久津幸太)

元気アップ運動始まる
美麻小中学校で
元気アップ運動
の研修会。東海
大学の先生や学
生に指導うけま
した。（5/7）

3・4年生 千見城址
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先進地視察報告

（３月１３日 ）

美麻にUターンして５年になります。北沢

地元のことに尽力

和也と申します。

されているのに、

1.地域にあった特産品開発 とは

地元には仕事なく、

個人的 に興味 深かった のは吉 祥寺の 千恵

不便で魅力がない

蔵 （ちえ くら） さんとい うお店 でした 。楽

と思いがちである

し い・お いしい ・身体に やさし いをコ ンセ

のかもしれません。

プ トに全 国から 良いもの を見つ け、そ れを

そんな宗像さんに

料理人さんとコラボさせたりして商品を売っ

これから の地域 づくり で大切 なことを お聞

て います 。特に おもしろ かった のは、 参加

きしまし た。す ると「 新しく なにかを つく

者 全員が 袋２つ も３つも 下げて お店か ら出

るのでは なく、 地域に あるも のを生か して

て来たことです。（銀座NAGANOさんではあ

（公共の施設や空き家な ど）、Iタ ーンやU

まり買わなかったのですが）

ターンの 方々と 仲間づ くりを していっ てく

何が違 ったの か？それ は、大 泉さん の商

ださい。」とおっしゃっていました。

いのポリシー「三方良し（ 買い手、売り手、

今回、 地域づ くりの プロで あるお二 人の

つくり手）」だと思います。長年 、 高級スー

話に共通 したの は「地 域にあ るのもの を、

パ ーでの バイヤ ー経験か ら、そ こにた どり

工夫し、 生かし ていく こと」 であり。 強く

着 いたの だそう です。そ んな大 泉さん の特

印象に残りました。

産品づくりのアドバイス

きっと 、来年 計画さ れてい る芸術祭 にも

は「地域にあるもの（野

繋がる考 え方だ と思い ます。 大町、美 麻、

菜や豆など）に工夫をし

八坂が自 然豊か で魅力 があっ て良いと ころ

て、まずはつくり手が喜

だと実感 できる ような 作品が できれば 、地

ぶ商品にするのか」でし

元の人、Iターンの人（芸術家のみなさん）、

た。みなさん興味深く聞

Uターンの人が交流できる良い地域になって

いていました。今年美麻

いくと思います。

でもいい動きがあるとい

市民科作成のパンフレットで
美麻地区をＰＲ

いですね。

2.地方移住のトレンドを知る

９年生が作ったガイドブック「美麻日和」

ふるさ と回帰 支援セン ターも 勉強に なり

ました。ここ５年間の移住 希望者の動向は、 をふるさと回帰支援センターと銀座NAGANO

に各500部置かせていただきました。美麻
の魅力が伝われ
ば嬉しい限りで

５ ０、６ ０代が 減少し、 ２０〜 ３０代 が増
加し、ＩターンよりもUターンが増えている
ことに驚きました。担当の宗像（むなかた）

す。地域の皆様、
移住を検討され

さ んによ れば、 センター に地元 の情報 を求
め に来る 方々か らは「両 親に聞 いたら 地元

る方がいました
ら、ぜひパンフ
く 聞かれ るそう です。参 加者の みなさ んも
レットをご紹介
そ う言っ てしま うかもし れない と笑っ てい
ました。美麻に限らず日本 中そうなのです。 ください。
に は仕事 がない と言われ た」と いう声 が多

ぼくは今３５歳です。親 の世代の多くは、
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インドより日本観光中のツアー客41名
が大 町市を 訪れ、 源流 美麻 太鼓の 練習 を
見学、感動の1時間を過ごしました！
た くさん の外国 人観 光客 が日本 を訪 れ
る中、インド人旅行者の方々が探 すのは、
ベジタリアン対応のレストラン。5月、2
組の団体様が青空フーズを選んで 下さり、
ツアーの美麻訪問となりました。

５月１１日は、メンドシーノ訪問前の5・
6年生の最後の練習日であり、練習会場で
ある 学校と 、源流 美麻 太鼓 の皆さ んに 観
光客 の見学 を相談 した とこ ろ、快 く許 可
して下さいました。
5・6年生にとっては、サリー姿のイン
ド人 を前に 、出発 前の 興奮 がさら に高 ま
る発 表とな りまし た。 続い て、美 麻源 流
太鼓 の皆さ んが演 奏を 披露 して下 さり 、
「和 太鼓と いうの があ ると は聞い てい た
が、 本物を 聞くの は初 めて 。感激 しま し
た。 」「日 本の子 供達 が、 ものす ごく 頑
張っ ている ことが わか って 、とて も嬉 し
いで す。」 「今回 のツ アー の中で 一番 の
思い 出、そ して、 一生 の思 い出と なり ま
した 。」等 、感想 はつ きま せんで した 。
最後にインド人の方から日本語でのスピー

チ もあり 、イン ドか らの贈 り物 も渡 され
ま した。 南イン ド在 住マサ ラツ アー ズ・
後 藤理恵 さんは 、「 感動の 連続 。こ れか
ら は、ガ イドブ ック にない 、こ んな に素
晴 らしい 日本の ロー カルを 紹介 でき るツ
ア ーを企 画した い。 最高の 美麻 滞在 でし
た。」とのコメントされました。
源流美 麻太鼓 の保 科さん より は、 「ま
た 機会が あれば 、ぜ ひ披露 した いの で声
を かけて 下さい 。」 とのお 言葉 をい ただ
き ました 。シナ リオ のない 突然 の自 然な
国 際交流 に、心 と心 が通う 体験 を両 国の
方 々がで きたひ と時 。イン ドの 皆さ んは
翌 日、美 麻の思 い出 を胸に 、晴 天の 立山
黒部アルペンルートへと旅立ちました。
急なお 願いに も関 わらず 来校 の許 可を
下 さった 校長先 生、 演奏披 露し て下 さっ
た美麻源流太鼓の皆さん、5・6年生の皆
さ ん、保 護者の 方々 、学校 での 椅子 の準
備 等会場 作りの ご協 力をい ただ いた 先生
方 、片付 け協力 の生 徒の皆 さん 、本 当に
ありがとうございました。
感動す る心は 世界 共通で す。 暖か な交
流 がこれ からも 波紋 のよう に広 がっ てい
きますように。ナマステ。
（青空フーズ 鈴木 幸）
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会長あいさつ
平成28年度も地域づ くり会議会長を引
きつづ き務めさせてい ただきま す前川で
す。本年度もよろしくお願いいたします。
昨年度 の動きづらかっ たことな どの反省
から部 会構成を再度二 つに絞り 直し事業
構成も 区分し直し、事 業が進め やすいよ
うにしました。
地域づくり 会議は結成10周年を迎え記
念誌の 製作も進めてお ります。 美麻地区
は、こ のところ小規模 でも積極 的な地域
づくり や地域に開かれ た小中一 貫コミュ

ニティスクールとしての学校などでも 全
国的に注目を浴びて視察や事例発表の 依
頼が来ます。
現在は移住者にも人気で空き家がな か
なか見つからないようです。皆さんの 努
力が少しづつ経過として表れているよ う
な気がします。それでも少子化人口減 少
はとどまるところを知りません。どう か
今後とも皆さんのご参加ご協力でふる さ
と美麻を守りましょう。

美麻地区で総合防災訓練開催
美麻 地区 を 会 場に し た 住
民 参加 型の 防 災 訓練 が ３ 月
６日に開催されました。
一 昨年 の神 城 断 層地 震 を 受
け て参 加さ れ た 方々 の 意 識
の高さを実感しました。

美麻支所からのお知らせ
平成２６年１１月２２日に発生した
長野県神城断層地震の影響により、改
修工事中のぽかぽかランド美麻がフル
オープンに向けて、入浴施設等建設工
事・屋根塗装修繕工事が進んでおりま
す。なお、美麻道の駅復興イベントを
８月６日に開催予定しています。

改修工事が進む、ぽかぽかランド美麻

■ 編集・発行

住所 大町市美麻11810-イ

美麻地域づくり会議

電話29-2311 FAX29-2333 ・ 電子メール info@miasa.info
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