9月 7日 美 麻 小 中 学 校 に富 士 通
か ら 富 士 通 陸 上 競 技 部 の監 督 他
３名 をお 招 きして、陸 上 競技 教 室
が開 催 さ れました。

した。これからの運動会や部活動にも生かし
て足を速くしたいです。
美麻中学校８年、田中理子、小山ゆき

「ズバリッ、つま先！！」
服に書かれたサイン。そのサインを手に入
れて頑張りが増しました。
箱根駅伝で何十人も抜いたダニエルさん。
実業団の富士通陸上競技部の方々に速く走る
コツを直接教えてもらいました。つま先で走っ
たり、スキップをしたり、横向きに走ったり
しながら、速く走るコツを教わりました。
そのコツを生かして最後にやったリレーは
接戦でした。つま先に体重をかけて走れば速
く走れて、毎日やれば足が速くなると思いま
広報誌にない情報もインターネットで日々更新中！ 美麻 Wiki

検 索
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美麻連「イキもあい、もり
あがったで賞！」を受賞！
8月4日 今年も美麻連は子供から大人まで100名
を超える連で参加しました。
連日の猛暑にも関わらず元気な美麻連、燃える様な
熱気をそろいのハッピに包み最後まで踊り通しまし
た。
そんな点が評価されたのか美麻連が大賞を受賞し
市長さんから賞状を頂きました。
踊りの合間に頂いたジュースやビールも心地よく身
体中を潤し気分爽快な夜となりました。
太鼓の演奏や足湯の出店の皆さんはじめ参加され
た多くの皆様ご苦労様でした。
又来年も踊りで汗をかき楽しい夏祭りにしましょ
う。 （会長 宮沢雄一 ）

間伐材足湯「枝木（エコ）の湯」
今年も盛況！
間伐材の活用を
ＰＲするため、今
年も「いーずら特
産館駐車場」に移
動式足湯「枝木の
湯」を出展し100人
以上の方にご利用
いただき大盛況で
した。

美麻い〜とこよっとくれフェア
8月5日の日曜日に行いました。当日は朝か

ら厳しい暑さでした。これから頑張るぞとい
う気持ちを砕かれそうになりました。しかし
ここ数年、このイベントに参加している僕に
は心強いスタッフの皆さんがいてくれます。
前日のやまびこ祭りで激しく踊った方々がこ
の日も朝から動いてくれました。本当に感謝
です。イベント自体例年並のものでしたが、
道の駅の活性化には一役買っていると僕は思っ
ています。スタッフの皆さん、ご苦労様でし
た。（大塚一男）
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もう数頭処理しましたが、現場で素早く放血
出来たものだけを直ちに処理し、県のガイドラ
インに沿って、内臓を傷つけずに肉を取り分け
ています。会員の処理技術が向上し、衛生的な
山肉が生産され、冷凍保存されています。
どうぞご利用ください。この地域の名産品にな
らないでしょうか？
連絡先は『種山（23-1334）』ですが、今
後は『美麻wiki、ジビエ振興会』で情報を発信
する予定です。
『農業者トレーニングセンターの隣』に、ちょっ

新聞の報道では、住民らが建設していた中信

とおしゃれな名前の工房をつくりました。『山

地方初となる狩猟肉の解体・加工施設というこ

肉（ジビエ）の解体処理施設』です。

とで、視察も訪れるなど、注目を集めています。

シカやイノシシの被害が増え、猟友会は市から

（信濃毎日新聞の紹介記事）

駆除を委託されていますが、捕れたものを利用

http://goo.gl/97501

するには『衛生的で合法的な山肉の処理』が必
要でした。
今回、猟友会員が中心になって『ジビエ振興

ところで「ジビエ」って日本語ですか？

会』をつくって、県からの応援（地域発元気づ

辞書では、狩猟によって、食材として捕獲された
野生の鳥獣である。主にフランス料理での用語。

くり支援金）で施設を整備し保健所から許可さ
れました。

「Gibier」と書くそうです。

美麻ふれあいまつり
８月２５日（土）に、梨嶺支所前広場で、好天
に恵まれ「美麻ふれあいまつり」が開催されまし
た。
『ともに支えあい健康で、安心していきいき暮ら
せる』をテーマに、まず、源流美麻太鼓の北アル
プスまで届きそうな、勇壮な演奏に始まり、ふれ
あいステージでは、若い女性パフォーマーU・M・
Aさんによる大道芸で、マジック、バルーンアー
トなどでお子さんから大人まで楽しみました。ま
た、「よりよいパートナーとなるためのつどい」
の企画として、美麻小中学校の武田先生による、
座って出来る簡単な健康体操を１５分くらい楽し
く教えていただき、その後、美麻地区内１２店に
協賛いただいた品々など各種景品が当たる、ふれ
あい抽選会を行いました。

スタッフによる屋台村では、おにぎり、焼そば、
豚汁、フランクフルト、ジビエ振興会提供の鹿・
いのししの焼肉と、参加者約１６０名大変盛り上
がり、楽しんでいただけたと思います。
最後に、前日よりの会場設定等協力いただいたス
タッフ、今回より協力していただきました日赤奉
仕団、市内よりパン・クッキーなどの販売をして
いただいた「がんばりやさん」の皆様に、厚く感
謝申し上げます。
（ふれあいまつり実行委員会委員長 飯沢 要）
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(美麻公民館）

鹿島槍ヶ岳

7月29日旧新行トンネルから権現山トレッキングが、元
山博館長倉科和夫先生を講師に実施されました。アカマツ・
カラマツ・カエデ・コナラ・ミズナラなど木々の木陰から
見えた「支所」「藤集落」「北アルプス」「青木湖」、沢
筋では「エゾアジサイ」が、道沿いでの「オオイタドリ」、
山頂付近での「イワカガミ」「アサギマダラ蝶」など自然
観察しながら心地良い汗をかくことができました。
参考：「権現」とは、日本の神々は、仏教の「仏」が仮の姿
【権現】であるという考え方(ほんじ本地すいじゃく垂迹思想)に
由来する言葉で、権現山は日本各地にあり、権現が祀られている
山。「天照大神＝大日如来、十一面観世音菩薩」「熊野権現＝阿
弥陀如来」「東照大権現(徳川家康)＝薬師如来」

アサギマダラ

エゾアジサイ

権現山から見た青木湖
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5月から始まった「美麻市民科」の授業もテー
中学校３年生の総合的な学習の一環として、
マごとの現地調査を行いながら、2学期に入り、 美麻地域に住んでおられる皆様の意識調査のア
まとめの段階に入ってきました。
ンケートをお願いいたしましたところ、５００
枚弱ものご協力をい
ただくことができま
した。生徒たちは、
予想以上にたくさん
の皆様にご協力いた
だいたことに大変感
激しております。本
当にありがとうございました。現在集計中です
が、その結果は文化祭でも報告する予定です。
「神社や祭り」大塩富士浅間神社の現地調査

8月24日と31日には、2回にわたり、長野
大学から池田先生、禹先生に来ていただき、ご
指導いただきました。

アンケートへのご協力
ありがとうございました。

学校の連携の大切さについて確認できた。
これからの生涯学習を進める上で美麻の取
り組みを参考としたいとのコメントをいただ
きました。
7月10日、11日に県教委生涯学習課長部
会による現地研修として美麻小中学校におい
て、総合学習「美麻市民科」の現地調査、学
校と地域づくり会議との意見交換などが行わ
れました。
視察を通じて、県の担当者からは、地域と
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9月15日（土）真夏を思わせる青空の下で、運

ました。
運動会で学んだ事は協力です。例えば組体操の

動会が開催されました。

ピラミッドです。みんなでお互いにはげましあえ
て良かったです。
そして心に残ったのは、「つな引き」と「竹取
り合戦」です。理由は私が団長で、「２連勝する
ぞー。」って言ったら本当に２連勝したので、ビッ
クリしました。
今年で小学生の運動会は終わりだけど、たくさ
んの想い出を作れて良かったです。
（６年

篠原

舞）

小学生最後の運動会、
いろいろあったなー。
私は、運動会でがんばった事があります。一つ
目は短きょり走です。練習では３位でしたが、本
番では２位になれました。二つ目は組体操のピラ
ミッドです。たくさん失敗したけど本番は成功し
◆ソフトボール
優

勝（青具チーム）、準優勝（大塩チーム）、

第３位（二重ベアーズ）
◆ソフトバレー（40歳未満）
優

勝（青具Aチーム）、準優勝（大塩さくら）、

第３位（千見フラワーズ）

夏期球技大会が、平成２４年８月２６日、日
曜日美麻小中学校グランド・体育館・新行丸山

◆ソフトバレー（40歳以上）

公園で、午前８時３０分から、ゲートボール・

優

ソフトバレー（４０歳以上・４０歳未満）・ソ

ス）、第３位（大塩しずか）

フトボールの競技が開催されました。
当日は、消防団観閲式と重なり選手集めにご
苦労されましたが昨年並みのチームで熱戦が繰
り広げられ、住民の親睦・絆が深まることがで
きました。結果は次のとおりです。
◆ゲートボール
優 勝（二重チーム）、準優勝（千見老人クラブ）、
第３位（青具チーム）
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勝（青具Ｂチーム）、準優勝（二重レディー

レースに成りましたが選手の皆さんお疲れ様
でした。 又立哨警備に参加頂いた方々本当
に有難うございました。建設事務所、大町警
察署をはじめとする関係基幹の皆様大変お世
話になりました。 ライブ中継をして頂いた
美麻地域づくり会議の皆さん有難う御座いま
した。今回は単独事業ということで美麻内外
の企業の皆様にも協賛のお願いもいたしまし
た。予定どおりの協賛金、賞品をいただくこ
とが出来、６回目となる大町美麻ロードレー
２０１２年大町美麻サイクルロードレース大会。 スを無事終了するこ
８月１１日１２日の両日に渡る大きな大会でした。 とが出来ました。来
１日目はヒムクライムレース、２日目は、決めら
れたコースを走る周回ロードレースが行われまし

年も頑張りますので
期待とご協力をお願

た。今回の大会は実行委員会単独で行いましたが
全国から優秀な選手、有名な選手、大学生等大勢

いいたします。
(会長 合津 富吉）

の選手が来てくださいました。真夏の炎天下での

だければと思い、次回「美麻文化祭」もライブ中継
（公開収録）をしますので、ご興味のある方、カメ
ラを持っているスタッフ、パソコンをかまっている
人を見かけたら、顔色を見ながら声をかけてくださ
い。（中継スタッフ

雨にも負けず

も言えない、「なるほどねー」係です。

風にも負けず

る方がおり、私は横から「あーすれば良いのに」と

弁当も食べず

ます。だた、難しい部分はしっかり考えていただけ

まわりから何やってるんだろう と言 われ

が、開始当初からお手伝いをさせていただいており

ただ︑ずー と立っている

地域づくり会議の事業ではじめたライブ中継です

オオマチ美麻テ レビ

まってから５年を経過しようとしています。

そんな私が配信しています

ロードレースのインターネット・ライブ中継が始

北沢）

当初から機器や技術的発言について、皆さんが何
を言っているか分からず「へー」を連
発し、カメラを撮ればtwitterで「レー
スの邪魔をするな」的なお叱りを受け、
それでもめげずに今回もお手伝いをさ
せていただきました。
今回はこんな状態の私でもできるこ
とから、皆さんに少しでもご理解いた

今年のインターネット・ライブ中継は、
２日間で延べ８０００件以上の視聴があ
りました。特に、２日目のロードレース
では、ツイッターのつぶやきを表示でき
るようにしたこともあり、同時視聴数が
２００件を超えるなど、多くの方からご
覧いただけたようです。
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美麻市を開催します

「第２５回梨の木祭」

（美麻小中学校文化祭）のおさそい

日時：10月７日（日）午前９時００分から
会場：ぽかぽかランド美遊

日時：10月１９日（金）〜20日（土）
会場：美麻小中学校校舎内・体育館

美し村開拓協議会では第２４回美麻市を開催
します。今回は麻入り紙すき和紙作り体験や自
転車を利用したエコ発電カキ氷作りを行います。
麻入り紙すき和紙作りでは、今年度卒園する園
児たちの卒園証書も製作する予定です。
また美麻、長野市中条、小川村で結成されて
いる「アルプスおやき恋訪」によるおやきの販
売やジビエ汁の振る舞い等を行います。
開催時間は午前９時か
ら午後３時までです、
お誘いあわせの上、奮っ
てご参加ください。
なお、今後の美麻市
の予定は11月4日、1
1月25日の日曜日です。

美麻中学校では、今年の文化祭を以下のよう
に開催します。どうぞお誘いあわせてご来校く
ださい。
○本年度のテーマ

「美麻魂
心をひとつに感動を響かせろ!!」
○日 程
ーーーーーー＜10月19日＞ーーーーーー
・開 祭 式 11:00 〜11:15
・梨の木広場 11:20〜12:15 (生徒会企画)
・昼
食 12:20〜13:05
・学 芸 発 表 13:10〜14:40

美麻地区文化祭参加者募集

ーーーーーー＜10月20日＞ーーーーーー
・音楽発表会
9:00〜11:40
・展示見学
11:45〜12:15（なかよし班）
・昼
食 12:15〜12:55
・総合的な学習の発表（中学生）
13:00〜14:00
・表 彰 式 14:10〜14:20
・開 祭 式 14:25〜14:40

日時：10月27日（土）〜28日（日）
会場：ぽかぽかランド美遊
展示会、芸能発表、フリーマーケット、青空
市場、ひまわりコンテスト、子育てセミナー、
美麻中学生総合発表、大町美麻テレビ公開収録
などのイベントがあります。生涯学習活動での
成果の発表の場です。大勢の皆さんの参加をお
願いします。

メンドシーノボランティアからお願い
今年も文化祭でバザーを行うので協力をお願いし
ます。

秋のおはなし会のご案内
日時：10月13日（土）午後2時30分から
会場：旧中村家住宅
「旧中村家住宅」において、「りぃぶる・ま
もん」の皆さんによる、絵本・語り・朗読・絵
本と音楽・パネルシアターなど、幼児から大人
まで楽しめるおはなし会を開催します。晩秋
「いろり」を囲んで一時を・・・・
■ 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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