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美麻地区敬老会が9月16日にぽか

ぽかランド美麻で開催されました。

敬老会は、75歳以上の方を対象に

お招きしていますが、当日は、対象

者２２２名中、７０名の皆さんより

ご出席をいただきました。おめでと

うございます。いつまでもお元気で

いてください。

今年も、保育園、小中学校、大北

農協美麻支所、美麻郵便局など地域

の皆様の協力により盛大に実施する

ことができました。この場を借りて

感謝申し上げます。

（実行委員長 北沢孝一）
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9月17日ぽかぽかランド美遊で、恒例の

「アルプスおやき恋訪in美麻」が開催されまし

た。今年も大町市美麻、小川村、長野市中条の

３地域がそれぞれのおやきを持ち寄って販売を

行いました。当日はジビエ汁の無料配布もあり

大変好評で、それと相まって３地域ともおやき

が完売するなど大盛況でした。

第２回美麻市の開催とあわせて、震災復興イ

ベント第２弾として、マルシェ・ラック（商品

棚）作成ワークショッ

プを行いました。

アルプスおやき恋訪in美麻開催

美麻市へ出展いただけ

る方も募集しています。

８月６日ぽかぽかラン美麻で、温泉施設

復興完成と宿泊営業再開などに合わせて、

震災復興イベントが行われました。当日は

市長さん、市会議員や県会議員、元村会議

員、そして地域自治会などの役員さんが招

かれ、大勢の地域のみなさんもお越しした

だき、盛大にセレモニーが行われました。

来賓の祝辞などの後100ｍテープカットを

100名の参加者で行いました。セレモニーの

あと、ＦＭ長野の生放送、源流美麻太鼓、

県警察のカラーガード隊などの演奏、抽選

会を行いました。さらに当日は、道の駅活

性化イベントの「よっとくれフェアー」と

して、スイカ割りや自転車発電かき氷、ニ

ジマスつかみ取りを行いました。美麻市も

同時開催され、にぎやかな一日でした。長

く閉鎖されていて不便だったぽかぽかラン

ドの営業開催でまた一つ美麻に活気が戻る

ように願いたいと思います。

（復興イベント実行委員長 前川浩一）

カラーガード隊の演奏

美麻市でマルシェラック
作成ワークショップを開催



平成２８年度の「美麻ふれあいまつり」

が晴天のなか、８月２０日（土）に開催

されました。源流美麻太鼓の子供たちに

よる演奏「フラ・ハラウ・プア・ハウオ

リ」様による優雅なハワイアンダンスそ

して「大町ギターマンドリーノ」様によ

る楽しい演奏と、たくさんの老若男女の

方達が一時ではありますが、集い楽しむ

ということに大げさかもしれませんが

「平和」を感じました。

日赤奉仕団様には災害時にも美味しく

手早く食べられる、カレー味のアルファ

米の試食を配っていただき、万が一被災

したときにでもこのような美味しい物が

食べられる事の驚きと、近年の災害の多

さがこのような開発を進歩させたのかと、

まだまだご苦労されている方々にも思い

をはせました。毎年、協賛店様にご協力

いただいた抽選会では、何が当るかと皆

が一喜一憂されておられましたし、美麻

中学バトミントン部の方達の威勢のいい

売り子の掛け声など、にぎやかなふれあ

いまつりでした。例年のように協賛企業

の皆様、実行委員会の皆様をはじめご参

加いただいた皆様の温かいご協力により、

楽しいお祭りになりましたことに御礼申

し上げます。「美麻ふれあいまつり」は

住民同士のつながりを深め、地域の支え

合い活動を推進するため、子どもから高

齢者までより多くのみなさんに参加して

いただけるよう、関係団体と連帯して開

催しております。来年もこのようなふれ

あいまつりが、皆様のお力で開催される

ことを願いながら、お礼のご挨拶とさせ

ていただきます。

（ふれあいまつり実行委員事務局 木村）

美麻地域づくり会議、美麻地区連合自

治会、美麻地区の日赤奉仕団による炊き

出し訓練を9月3日に行いました。今回は

美麻小中学校の災害時引き渡し訓練に合

わせて、小・中学生とＰＴＡに体験いた

だくことを目的として、災害発生時に食

器等がない場合を想定して、非常用炊き

出し袋（ハイゼックス）を使ったカレー

ライスを作りを験いただきました。大勢

に、災害備蓄品の使い方を知っていただ

くことができました。

ハイゼックスとは、強化

ポリエチレン袋で、材料

と水を入れ、空気を抜い

て縛り、40分ほど煮ると

出来上がります。

カレーの材料

1.無洗米100cc、水130cc

2.(カレー)ウィンナー 1本、

ジャガイモ 約1/4個、に

んじん 約1/12本、玉ねぎ

約1/3個、カレールー 1個、

水 約80cc
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次は、いつかな「岩魚給食」

毎年恒例になりつつある“岩魚給食”が

９月７日(水)にありました。美麻岩魚クラ

ブの皆さんのご協力で「岩魚の唐揚げ」を

全校生徒、職員でいただきました。

また次の日の８日(木)には、８年生が家

庭科の授業で岩魚の調理実習を行いました。

・きゅう食に岩魚が出ま

した。おなかが開いてあっ

て、あげてありました。

頭がおいしかったです。

しっぽもカリカリで、おいしかったです。

また食べたいです。次はいつかな。

３年：鈴木タオ

＜調理実習の振り返り＞

・前川さんがやって見せてくれたときは、

簡単そうに見えたけど、内臓をとるのや、

串を刺すのは、とても難しかったです。

岩魚は、美麻の環境にすごい適し

ているんだなと思い、美麻はおいし

い水・空気に恵まれているなと思い

ました。焼いた岩魚は、とてもやわ

らかく、頭まで全部食べられてすご

いおいしかったです。

８年：髙平みさと

８月22日、美麻小中学校の９年生は

「松崎和紙」の職人である越原さん

のご指導の下、学校の校章の入った

卒業証書を制作しました。卒業証書

制作の傍らで、自然の植物をすき込

んだはがきも制作しました。台風の

影響が心配された朝でしたが、爽や

かな風が吹く中、「紙すき」という

大町市の伝統工芸に親しみました。

生徒の感想：

○小学校の卒業証書に続き２回目の制作だっ

たので、３年前を思い出しながら紙すきを

しましたが、始めはコツがつかめず、越原

さんに指導していただいて上手に出来まし

た。越原さんに感謝です。

○色々な植物を使って自分だけのはがきを

何枚も作ることが出来て、とても楽しかっ

たです。友達の作品もすごいなあと思いま

した。「松崎和紙」さんが工房でしっかり

乾燥させたはがきを持ってきて来てくださ

るようなので、できあがりが楽しみです。

梨の木祭で展示したいと思います。

○卒業証書を自分で作ることが出来るなん

て、素敵だなあと思います。

○大町の伝統文化に触れることが出来てよ

かったです。

松崎和紙で
卒業証書づくり



先日の職場体験学習ではお忙しいところ

時間を割いていただき、誠にありがとうご

ざいました。おかげさまで警察各部署の仕

事内容を知ることができました。

特に心に残っているのは、警察官になる

ことだけが警察署の仕事ではないと、たく

さんの方に教えていただいたことです。い

ろいろなことを体験させていただいたり，

お話を伺ったりして、警察内にも様々な仕

事があることがわかりました。コンビニエ

ンスストアでの強盗訓練の人質役や、自分

の指紋を採ってもらったことは、普段体験

できない貴重な体験でした。職場の方には

とても気を遣っていただきたくさんのお話

を伺うことができました。この体験で自分

の考えていた将来よりずっと幅が広がりま

した。お忙しい中たくさんのことを教えて

いただき本当に楽しかったです。今後はこ

の体験で得たことをもとに将来に向けて学

習していきたいと思います。

（小山 あさ）

８月２２日(月)、２３日(火)の２日間、７・８年生が大町市内の企業･事業所で職場体験を

行いました。学校では、学べないことを体験できる充実した２日間になったようです。

９月３日(土)に学校公開(オープンスクー

ル)が行われました。保護者以外にも５家族

がみえ、美麻小中学校の雰囲気や児童生徒

の学習の様子を見ていただきました。また、

朝の元気アップ、１，２時間目の授業の後

の学校説明会では、「学校説明」、「コミュ

ニティ･スクール」「特認校制度説明」につ

いて美麻小中学校の取り組み、特徴につい

ても多くの方に聞いていただきました。

９月２日(金)の総合的な学習の時間で

は、7～９年生の美麻地区文化祭でのス

テージ発表に向けて、プレゼンテーショ

ン講習会が行われました。講師は、数年

前まで市民科の指導していただいていた

元長野大学教授の池田諸苗先生でした。

聞く人に｢伝える(インフォメーション)｣

プレゼンではなく「伝わる(コミュニケー

ション)」プレゼンになるようにするに

はどうすればよいかをわかりやすく講義

していただきました。

職場体験を受け入れていただいた事業所の皆様

農園カフェラビット、美麻珈琲、福祉企業センター、みあさ保育園、大町消防署、コンディトライ･

アンマリーレ、市立図書館、大町警察署、レンゲ薬局、市立大町総合病院、吉橋通夫(小説家）、

田澤康彦(染色）、蔦屋書店、マクドナルド、餃子の舞、大町市ケーブルテレビ、立山プリンスホテ

ル、国営アルプスあずみの公園、スペースデザイン （順不同） ありがとうございました。

充実の２日間「職場体験学習」

美麻小中学校
学校公開(オープンスクール)

美麻市民科授業
「伝わるプレゼンテーション」
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東京（TOKYO FM HALL）で開催され

た「ちいさな音楽会コンクール」に美麻小中

学校４年生（男子４人、女子１人、計５名）

が参加しました。このコンクールは、ＦＭ大

阪（東京支局）主催の１０人以下の編成によ

る小規模校に焦点をあてたコンクールです。

６月にビデオを送ったところ、２次審査を

通過し、「ちいさな音楽会コンクール全国大

会」に出場できることになりました。１学期

後半は、全国１０組参加のコンクールに向け

て練習に励んできました。当日の結果ですが、

賞には届きませんでしたが、今までで最高の

ステージとなり、満足できる表現ができまし

た。

阿久津幸太さん 校長先生から

もらったアドバイスの「ビッグスマイル」で

できてよかったです。

江津和稀さん 賞には届かなかったけど、みん

なのお母さんたちが、「一番のできだったよ」

と言ってくれてうれしかった。

塩田冴介さん 緊張したけど自分の最高の表現

ができてよかったです。山寺宏一さんに会え

てうれしかったです。

平井千秋さん ドキドキしたけどばっちりよい

発表ができてよかったです。他の県の発表も

すごかったです。

森田真斗さん どきどきしましたが、とても気

持ちよく発表できました。一番いいできだった

と思いました。

メンドシーノ芸術交流事業
2 0 1 6 報 告 会 を 開 催

Mendocino art exchange 2016 の報告会を

9月10日（土）大町商工会議所内の多目的ホール

で、を開催しました。

今回交流事業に参加したアーティストの方々か

ら交流事業の様子を報告いただくと共に、半世紀

にわたって「アートによる“まちづくり”」で発

展して来たメンドシーノの町の様子などが紹介さ

れました。



会員活動の紹介（山里舎「さくら」）

初めての夏祭りを開催

さくらも3年目の夏を迎え、地域の皆様

にはいつもお力添え頂きありがとうござ

います。皆様への感謝の気持ちを込め、8

月7日に初めてのさくら夏祭りを開催いた

しました。当日は100名を超える方たち

にご参加いただき、楽しい夏のひと時を

過ごすことができました。オープニング

ではさくら職員所属の松川響岳太鼓の演

奏から始まり、職員とご利用者の皆さん

が一緒に準備を進めてきた縁日では、子

供たちの楽しそうな声が響き渡り、世代

を越えて交流できる時間を持てたことを、

とても嬉しく思っています。また女性ご

利用者によるお手製の刺し子の展示販売

もご好評いただき、皆さんさらに意欲を

増され、今後も販売を予定しています。

直近では美麻文化祭に展示する予定でい

ます。地域の皆様に愛されるさくらを目

指し、今後も職員一同頑張っていきたい

と思っています。たくさんの皆様のご協

力、ありがとうございました。

児童クラブで
美麻連の屋台づくり

８月１日（月）支所で用意していた

だいた、白布、綿花で児童クラブ室の

卓球台を囲んで、にぎやかにてるてる

坊主作りがはじまりました。

アドバイスをいただいていたので白

布にマジックで模様を描き、綿花をま

るめて中心に置き、輪ゴムで頭を作り

ました。大きいの小さいの沢山できま

した。それぞれに目、鼻、口を想像的

に描いてでき上がりです。女児はてる

てる坊主の洋服をどうしたらかわいら

しくできるか考え、男児は大胆に色を

つけていました。又、傘にモールを貼っ

て夜のお祭りに映えるよう工夫をしま

したが、なかなかボンドが乾かなくて

苦労しました。

その後、リヤカーの持ち手にテープ

を巻きつけ、てるてる坊主と傘の飾り

付けのお手伝いをしました。

やまびこ祭りに参加できた児童は、

自分が作ったてるてる坊主と一緒に踊

りができなかった児童も地域の一員と

して、お祭りに加わる事ができ、飾り

付けされたリヤカーの前での写真は、

夏休みの思い出になりました。ハサイ

ダーのご褒美も大喜びでした。
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８月２８日に開催された競技大会の結果

は次のとおりです。

○ゲートボール

優勝：二重、準優勝：新行B、３位：大塩

○ソフトバレーボール

40歳以上の部

優勝：大塩しずか、準優勝：青具なでし

こ、３位：二重レディース

40歳未満の部

優勝：新行おとめ、準優勝：大塩さくら、

３位：青具ひまわり

今年度ソフトボールが中止しなったため、

男子ソフトバレーボールを行いました。

優勝：二重B、準優勝：千見、

３位：新行

■ 編集・発行 美麻地域づくり会議

住所 大町市美麻11810-イ 電話29-2311 FAX29-2333 ・ 電子メール info@miasa.info

夏季球技大会の結果

１０周年の節目となる記念大会（全日
本学生ロードレース・カップ・シリーズ

第３戦）が７月１７日（日）に開催され

ました。雨が降るあいにくの天候となり

ましたが、全国から集まった３００人を

超える選手が熱戦を繰り広げました。

多くの皆さんから立哨等のボランティ

アに協力いただきました。ありがとうご

ざいました。

大町美麻ロードレース大会開催

統合４０年の節目を迎える美麻

小中学校の梨の木祭が開催され

ます。

平成２８年 ９月３０日（金）

１０月 １日 (土）


