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震災復興し祈り

２年ぶりの「巻きわら」
旧中村家住宅正月伝統行事「巻きわ
ら」が行われました。
大北地方でも巻きわらを行う所を把握
していません。非常に珍しい行事です。
昨年は神城断層地震の影響でやらなかっ
たので慎重に思い出しながら巻いてい
ました。なんせ中身は何百年も前の物
だそうです。
巻きわらの様子は、大町市のホーム
ページでも詳しく紹介されています。

国重要文化財に指定されている旧中
村家で１月６日、「巻き俵（わら）」
のわら巻き足しを行いました。
この伝統行事は約３００年前から続
いていますが、昨年は神城断層地震の
被害により実施を見合わせ、旧中村家
の修理が終わり、ことし２年ぶりに行
いました。
巻き俵は、直径約50㎝、高さ約１ｍ2
0㎝で、中村家住宅が建てられた１６９
８（元禄11）年から梁（はり）の材料
であった木片を芯にして毎年わらを巻
き足し、家内安全や五穀豊穣を祈る縁
起物です。

（以下、市ホームページから抜粋引用）
ＱＲコードを読み取るとホームページをスマホで見られます。⇒
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２０１６年
地域づくりに向けて
旧年中は地域づくり会議の活動に美麻
地区の皆様から大変ご協力いただきあり
がとうございました。どうぞ本年もよろ
しくお願いいたします。地区の課題は大
変たくさんあります。過疎化高齢化、公
共施設の老朽化や荒廃農地、獣害、震災
被害、特産品の創出や地域活性化などな
ど。少しでも課題に対して前進できる取
り組みが皆さんでできればと思います。
昨年も美麻地区での地域づくりの取り
組みや美麻小中学校のコミュニティ・ス

クールとしての取り組みなどの外部から
の視察、移住希望者の訪問や定住など外
部から美麻が評価されている面もいくつ
もあります。これからもさらに少しでも
地域が良くなるように皆さんで協力し合っ
て、「住みやすい美麻」「住みたい美麻」
が作れたらと思っております。今後とも
ぜひとも地域づくり会議の活動にご理解
ご協力をお願いいたします。
（地域づくり会議会長

前川浩一）

み あ さ っ こ の 証〜紙漉き体験〜

毎年恒例の卒園証書作りを、11月15
日の美麻市にて、きりん組の親子でやっ
てきま した。 5年 前の 保護者 会で紙漉
きを復活させられないか？と提案し美
麻市の中で行われている「美麻ならで
は」の行事。私にとっては今回最後で
あろう と思わ れる3回 目の卒 園証書作
りとなりました。
この卒園証書は美麻ならではの「麻」
が特別に配合されています。自分の手

２

で漉いた卒園証書を貰える子供たちは、
小さな頃から美麻の地域に育ててもらっ
ているなぁと、ありがたくも羨ましく
なります。卒園証書の他に葉っぱや花
を入れた葉書サイズの可愛らしい和紙
も何枚か作りました。親も子供に混じ
り、子供の作るものにはかなわない〜！
と言いながらも楽しく作りました。
次に学校の卒業証書を自分一人で漉
く時、9年前に親子で作った記憶が蘇っ
てくるかな？きてほしいな。そして美
麻という地域と人びとに感謝し、ここ
で育った事を思いながら楽しく生きて
いってほしいなぁと紙を漉きつつ思っ
た一日でした。
（保護者会
大島晴賀）
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地域文化の伝承

が、お餅をお変わりする子ども達に頼も
しさを感じました。
昔はどこの家でもあったこんな風景で
すが「囲炉を囲み、わら細工や餅つき、
縄をない、ぞうり、ミノなどを稲わらで
作ったんだよ！」。そんな話を子ども達
にしながら、懐かしい昔のこんな風景を
思い出していました。
少し囲炉裏は煙かったけれどこんな楽
しい時間がアッと言う間に終わってしま
いました。皆さん全員のご協力で有意義
な１日と成りました事改めて感謝申し上
げます。（竹折正利）

高齢者学級は１２月２日重要文化財旧
中村家に於いて美麻小中学校５年生９名
と正月飾りのしめ縄づくりと餅つき大会
を行いました。
懐かしい囲炉裏に赤々と火を燃やし
釜戸にも火を入れて準備をしていると、
広い土間にセイロからもち米を蒸す香り
が家中に充満し、昔に戻った様な雰囲気
が漂い始めたころに生徒さんが到着して
早速餅つきの始まりです。
生徒さんは重い杵に悪戦苦闘、校長先
生や梨子田先生にも手助け頂き掛け声も
勇ましく全員の力でお餅につきあげ、そ
れを前日からこしらえたアンコやきな粉
で餅を包みました。
さて、正月飾りのわら細工は、慣れな
い作業に子ども達も最初は戸惑っていま
したが、生徒さんの間におじいちゃん達
が割り込み、「ここはこうやった方が良
いよ！ここはどうやるの？」と子ども達
とうまく交流が出来ました。子ども達は
飲み込みも早く直ぐに上手にしめ縄が出
来て持ち帰ることが出来ました。
ついたお餅と学級の皆さんが用意した
野菜たっぷりのみそ汁を皆で頂きました

○ おいそがしい中、
ありがとうございま
した。おもちつきは
やったことはありま
したが、とてもおもくて大変でした。また
しめなわもていねいにひとりずつ教えてい
ただき、ありがとうございました。かんた
んなやり方で教えてくださり、ありがとう
ございました。
おみそ汁につけもの、「おもち」とても
おいしくいただきました。本当にありがと
うございました。
○ 先日は旧中村家へ来ていただき、ありが
とうございました。あんこなどを付けてく
れて､おもちがとてもおいしかったです。
しめなわの作り方も教えてもらいました。
全然知らなかったのに、教えてもらって作
ることができました。「上手！」といって
くれて、とてもうれしかったです。完成し
たらとても気持ちよかったです。
おじいさん、おばあさんのおかげで、楽
しい会になりました。

３
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美 麻 地 区 文 化 祭 （ 1 0 月 2 4･ 2 5 日 ）
美麻地区文化祭を１０月２４〜２５日
にぽかぽかランド美遊で行いました。
１日目は午後から展示品の一般公開と
同会場で子育てセミナー「親子工作教室」
と「餅つき大会」を行い 大町エネルギー
博物館山下館長の指導で紙飛行機、ブー
メラン、ゴム動力船の工作に親子４０名
の参加が有りました。
工作教室で製作した紙飛行機の見事な
滑空と、また投げた人の手元に帰ってく
るブーメランに大きな歓声と拍手が起き
るほどの熱が入った楽しい時間を過ごし
ました。お餅つきは、つき上がったお餅
を会場を訪れた人など全員で美味しく食
しました。

２日目はステージ発表が行われました。
園児達の熱演に笑いを誘う場面や、突然
の停電にも慌てない語り部の皆さん、昔
懐かしい場面を放映された映像を守る会
の方、７〜９学年生の研究発表や源流美
麻太鼓、美麻八坂学園の踊りに太鼓、菜
の花バンドなど練習や研究の成果が発表
できたものと思います。
今回展示作品は 地区内外から多数の
応募がありました。作品を毎回出して下
さる方、農協婦人部の方、ふるさと美麻
会など、どの作品も素晴らしく感動しま
した。
「メディウム剥がし刷りの会」の作品
が今回初めて展示されましたが活動グルー
プがもっと増えると美麻地区の文化もさ
らに充実すると思います。

○今年はとにかく
寒く、キノコ蕎麦
がおいしかったで
す。展示品を見る
と、水彩画やビー
ズアート など本当にすごいもの があり、
とても羨 ましかったです。御嶽 山噴火に
ついての 発表は緊張して何度か 噛んでし
まい、も ったいなかったです。 総合的な
学習の成 果をまとめたパネルは 、長野大
学の学生 さんたちが作ってくだ さいまし
た。忙し いのにも関わらず当日 に間に合
わせてく ださって、本当にあり がたかっ
たです。来年も頑張りたいです。

４

○毎度の ことながら源流太鼓の 迫力に驚
かされ、 鳥肌がたちました。山 留太鼓も
踊りなど があり、太鼓もかけ声 などが入
り迫力が ありました。総合の発 表で、私
は少しミ スしたところもありま したが、
自分たち の調べてきた東日本大 震災につ
いて地域 の方に発表できたので 良かった
です。他 の学年の発表もとても 面白く、
興味深かったです。
○ステー ジ発表の仕事を７年生 と９年生
が主にや ってくれたので、とて も助かり
ました。 自分の発表は思うよう にいかな
かった所 もありますが、来年は もっと頑
張りたいです。
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みんなで作るコミュニティ・スクール

オオマチミアサ・テレビ公開収録
＆美麻市民科総合発表
地区文化祭では、美麻小中学校児童
生徒の様々な作品が展示されました。
また、７年生から９年生は、今年度の
総合的な学習で、美麻地区の歴史や文
化、地域の防災について調査したり考
えたりしたことをそれぞれスライドに
まとめ、ステージで発表しました。
午 後 の 公 開 収 録 で は 、 8年 生 が 取 り
組んできた「防災学習」の成果を発表
したり、地域で防災について考えてほ キーパーは９年生が行いました。
しいといった提案をしたりしました。
とても寒い一日ではありましたが、
地域づくり会議の皆様にサポートし どの活動も一生懸命に行うことができ、
ていただき、全体の司会進行は７年生、 すばらしい学習になりました。
公開収録のMCやディレクター、タイム
○ 中学 生は 総合 発 表 と
手 伝い があ りま し た 。
私は司会をやりました。
前 半の ４つ の進 行 で し
たが、うまくこなせたと思います。片付け
も突っ立っていることなく、動くことがで
きたので良かったと思いました。

○私は「会場の皆さんへの諸注意」みたい
なアナウンスをしました。緊張してしまい、
ところどころ噛んでいまいました。総合的
な学習の発表では、練習した中で一番いい
感じにできたんじゃないかなと思います。
準備や片付けなどいろいろあったけれど、
無事に終わりよかったです。
○７〜８年生は、梨の木祭で総合を発表せ
ずに地区文化祭で発表するということだっ
たので、緊張していました。総合の発表の
順番も僕が最後だったので、さらに緊張し
ました。去年と同じくたくさんの人が来て
いてすごいなと思いました。公開収録の時、
MCを担当した９年の幸夢希さんと伊織くん
がとてもにこやかに進めていたので、「す
ごいな」と思いました。

フェイスブックでも美麻Wikiのページを開設中です。スマートフォン
では、ＱＲコードを読み取っていただくだけで、ご覧いただけます。
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みんなで作るコミュニティ・スクール

祝！地域と学校の連携に二つの栄誉
長 野 県 ふ る さ と の
森林づくり賞を 受賞

美麻市民科の学習成果が

ぼうさい甲子園で受賞

美麻小中学校の総合学習「美麻市民科」
長野県ふるさとの
が毎日新聞などが主催する「ぼうさい甲
森林づくり賞は、森
子園」でフロンティア賞を受賞しました。 林 ・ 林 業 の 振 興 に 貢
献のあった個人又は
団体等に贈られる賞
で、今回の受賞は、
みどりの少年団の活
動と、地域と一緒に行った学校前庭の整
備の取り組みが評価されたものです。
同部門で受賞し団体の中では、最高の
知事賞をいただきました。ご支援いただ
いた皆様に感謝申し上げます。
Q Rコードを読み取ると
スマートフォンでご覧い
ただけます。

市民参加と協働のまちづくり
フ ォ ー ラ ム に 参 加 し て

ンタリーでした。その小学校では、児童20
0人のうちの30人の支援が必要だそうです。
この映画を観ての感想や大町市の課題な
どを話し合いました。
1 2 月 19 日 （ 土） 、 サン ・ アル プ ス大 町
話し合いの中で、
において、「第６回市民参加と協働のまち
・映画の中での「その子に対する目が変わ
づくりフォーラム」が行われました。
ると、その子がとても居やすくなった」と
今回のフォーラムでは、一つのコミュニ
いったことについて、少し問題のある人が
ティ組織である「学校」を題材とした「み
もし職場に居たら、その人についての理解
んなの学校」の映画鑑賞をきっかけに、様々
をすることが大切なのではないか。
な世代の方、団体等関係者が協働してまち
づくり を推 進す る 必要 性 を語 り 合い ま した。 ・「親が共働きで子供の面倒を見られない」
について、親がしっかり仕事に就けるよう
大町市内の中学、高校の生徒も参加しま
に社会がサポートすることが必要である。
したが、美麻小中学校からは、自治会（生
・親が夢を持つと、その姿を見て子供が夢
徒会）を代表して仲原千織さんと巻田和希
を持つので、大人が夢を持たないといけな
くんが参加しました。
いのではないか。などといった意見がでま
した。
仲原千織さんのレポート
今回は映画の内容が少し難しかったので
○今回上映された映画は「みんなの学校」
す
が
、みんなが意識して人についての理解
という、関西に本当にある学校のドキュメ
をすることが大切だと分かりました。
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〔美麻地区社協〕おじさん、おばさん、お母さん、赤ちゃんも集まって

今年もみんなでそば打ち教室に参加
「あ、今年も申し込まなんじゃった。ま
た、来年にするか」
毎年１２月に入ってくる無線放送を聞い
て参加したいと思っていました。
スーパーでそばのパックを４〜５個買っ
てもぺロリと平らげてしまう子供たち。
「いつかは自分でそばを打って食べさせて
あげたい」と思ったのは１０年前位かな。
でも、丁度放送を聞いていても休みがとれ
なかったりしてずるずると時ばかりがなが
れてしまいました。
４年前に都合がついて、そば打ち教室の
第一回目に出席しました。種山博茂先生が
一通りやって見せて下さり、途中「そばを
切ってみ」と。「きゅうりや大根切るのと
は違い、ど緊張。上手に切れないよー」
次に自分で実際にそば粉と強力粉をこね
始め、そぼろにして丸めてみそ玉にして、
四角に伸ばそうとしても丸になってしまい
ます。
「どうして上手に思い通りの型に切れない
のかな。あーあ、3回もこね直し、上手に
ならないな。家族にそばを打って食べさせ

たいよー。どうしたら上手になるのかな。
家では、テーブルの上を片付けなきゃいけ
ないし面倒。ここなら練習場なので道具も
揃ってるし。そうだ、月１回か２回やれば
上手になれるかも・・・」
あれから、こんな思いでそば打ちクラブを
立ち上げて現在に至っています。
皆様もよかったら参加してください。色々
しゃべりながら、もくもくと粉をこね、最
後はそばを食べて近況を報告し合っていま
す。（佐藤京子）

軽体操、音楽（歌）、簡単な手芸
（刺し子他）や木工等、継続的な教室
として今後 定期開催して行く予定で
す。昨年秋から「みるいで」松島明子
さんによるゆるいヨガ「からだおもひ」
望月律子さんによる姿勢作りの軽体操
などのクラスは不定期でスタートして
います。まずは冬の運動不足解消や腰
痛、肩こり予防に、体を動かす機会と
してお出かけ下さい。

地域の交流サロン

〜元気学校さくら開講〜
「元気学校さくら」は、年齢・性別・
地区・問わず、自ら希望の講座を選ん
で参加する講座型の集いの場です。
当面はお試し期間として大塩さくら
にて無料開催しています。

○開催予定
1/30（土）午後2時
ヨガ教室（からだおもひ）
2/13（土）午後2時
ヨガ教室（からだおもひ）
2/20（土）木工教室（※要申込み）
2/27（土）午後2時
ヨガ教室（からだおもひ）
【お問い合わせ】
090-9359-9363 山本まで・送迎も可
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ふるさと美麻会交流事業
麻会より義捐金を頂きましたので牛越
市長より御礼の挨拶がありました。
毎回「信濃の国」を合唱して始まる
のですが、東京上野で歌う「信濃の国」
もいいものです。青具出身の中村勝重
世話人代表や会員皆様のふるさとを思
う気持ちに感謝し、震災から復興中で
ある美麻の話や昔話で懇親会も盛り上
がりました。
新たな会員の掘り起こしが課題となっ
ていますが、今回は美麻北学校出身の
私の同級生３名が出席して頂きました
ので、来年の再会を約束してきました。
毎回、別れを惜しみながらのお別れ
となりますが、二次会の後も上野駅ま
で送って頂いた方もいて感謝の一日で
した。（松下豊明）

第24回ふるさと美麻会総会が平成2
7年11月7日に東京上野「水月ホテル
鴎外荘」で行われ、今回は、牛越市長
も参加し美麻地区9名、会員27名が出
席して行われました。
先の神城断層地震では、ふるさと美

美麻地域づくり会議
活動十周年記念誌発行について

平成２８年５月で、美麻地域づくり会議が
発足して１０周年となります。
平成２７年度事業として、美麻地区の地
域づくり活動の記念誌を発行することとし
ています。
記念誌には、１０年間の地域づくり活動
を写真も交え、可能な限り多く掲載したい
と考えています。現在、会員（団体、個人）
に記念誌に掲載する活動記録のアンケート
を送付しています。
回答期限は、１月２５日となっておりま
すが、地域の活動を後世に伝えるため、ご
協力ください。

写真・資料等提供のお願い
記念誌に掲載する活動写真や関係資料が
ありましたら、提供をお願いします。

発行協賛者の募集について
記念誌の発行に協賛、応援いただけ
る方を募集しています。
ご協力いただいた方は、紙面上でご紹介、
協賛広告の掲載をさせていただきます。
（希望者のみ）
一口５０００円から受け付けてますので、
応援いただける方は、事務局まで、お申し
出ください。（電話２９-２３１１）
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源流美麻太鼓の会 ばち納め演奏会
文芸座で演奏、やまびこ祭り、美麻文
化祭、全部書きれませんが数えれば三
十回を超える演奏活動が出来ました。
有難うございました。大人打ち手の皆
様のご協力、有難うございました。又、
本年度はジュニア卒業のメンバーが三
名となりました。長年有難うございま
した。源流美麻太鼓も本年で二十八年
を迎えることとなります。これも応援
していただく皆様のおかげと感謝いた
します。又、父さん母さんにもありが
とう。（合津富吉 ）

源流美麻太鼓の会「ばち納め演奏会・
源流からの鼓動」に大勢の皆様にご来
場頂きまして有難うございました。昨
年は神城断層地震の復旧作業に追われ
た一年ではなかったでしょうか。お陰
様で源流美麻太鼓のメンバーは大過な
く演奏活動が出来たことをこの書面を
お借りいたしまして日ごろから応援い
ただいております皆様に心より感謝申
し上げます。ふりかえってみますと太
鼓連盟の長野県ジュニアコンクールは
二チームの出場、善光寺御開帳で北野

2016大町温泉郷
夢花火と音の祭典
14回目を迎える大町温泉郷夢花火と音
の祭典が２月の毎週土曜日に開催され
ます。大町の冬の夜を彩る花火と和太
鼓の祭典です。野外でのステージにな
りますので皆さん暖かい服装でお越し
下さいませ。
２月６日(土)

大町流鏑馬太鼓

２月13日(土)

信濃国松川響岳太鼓

２月20日(土)

八坂青龍太鼓

２月27日(土)

源流美麻太鼓
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まち・ひと・しごと創生
『人口ビジョン』・
『総合戦略』の説明会

先進地視察研修
参加者募集

これからも住み続けたいと思える大町
市となるよう各種施策を実施するための
総合戦略を策定しました。説明会が開催
されますので、ぜひご参加ください。

◆内

日時

◆視察先：東京都
銀座NAGANO しあわせ信州シェアスペース
ふるさと回帰支援センター ほか

場所

平成２８年２月１日（月）
午後６時３０分から
美麻公民館 講堂

コミュニケーション ・ブック
内 容 更 新 の お 願 い

容：移住者増加と美麻地区ＰＲ

◆開催日：平成２６年３月１３日（日）
午前6時出発、午後8時（帰着予定）

◆申込み・お問い合わせ
美麻地域づくり会議事務局（美麻支所）

電話２９−２３１１
地 区 ご と に 、回覧 され
る デ ー タ に 修 正追加 をし
て い た だ く よ うお願 いし
ます。
【お願い】
○ 現 在 の デ ー タを修 正す
る 場 合 は 、 赤 字で直 して
ください。
○屋号（家名）は、複雑なものはデータ
化できませんのでご了承ください。
○地区内の自治会未加入の方で、お声掛
けできる方があればご案内ください。
【注意事項】
○美麻コミュニケーションブックは、希
望により情報提供いただくものです。掲
載したくない方は情報を提供いただく必
要はありません。
○地域の方々と交流を深めるために、お
知らせして良い内容を記入してください。
○情報提供がない場合も、自治会加入世
帯には配布します。
不明な点は、事務局２９−２３１１まで
お問合せください。
■ 編集・発行

住所 大町市美麻11810-イ

※詳細は、参加者確定後に改めてお知ら
せします。

ぽかぽかランド美麻
復旧工事について
神城断層地震の被害により、ぽかぽかラ
ンド美麻の営業を休止し、ご迷惑をお掛け
しています。
施設の再開に向け、入浴施設を新しく敷
地内に増築することとし、
工事を開始しました。入
浴施設の営業再開は、平
成２８年初夏を目指して
います。
皆さんのご理解ご協力
をお願いします。

美麻地域づくり会議

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

