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今月の明科の事業所・団体紹介
あやめ保存会

今回は

です

会 長
岩垂 直次

○私たち「あやめ保存会」は、平成 24 年末に発足。役員 7 名で、管理作業を実施する際は、関係団体
に声をかけ、協力を仰ぎながら、明科のあやめ（花菖蒲）の品種の保存と、公園を訪れた人たちが、満足
してもらえるような多くの花を育てる（増殖）という二つの目的が果たせるように日々活動をしています。
○ここで、
「あやめのまち

明科」の現在にいたるまでの経過を少し紹介します。

明科のあやめ（花菖蒲）は、 昭和 50 年代前半、明科町の活性化が論議される中で、商工会を中心に、
「水郷」と呼ばれる茨城県潮来町（現潮来市）のような「あやめの町づくり」をしようという動きが始ま
りました。当初は、町内からの花菖蒲苗の供出や、諏訪市の協力を得て、苗を譲り受け、下押野の水田に
植え、地域長寿会に管理をお願いして増殖を図ることから始まりました。昭和 59 年（1984 年）には、町
内の希望者に苗を分譲するとともに、龍門渕公園にも植栽をし、現在では、当時の花はほとんど残っては
いませんが、商工会ではプランターに植えた苗を会員に配布しました。この頃から、国産花菖蒲品種保存
協会（理事長 丹波周作氏 長野市小島田の古戦場の花菖蒲園主催）との交流が始まり、花菖蒲の品種や栽
培技術を学ぶこととなります。
町では、昭和 62 年、古戦場の花菖蒲園より、優良品種 50 種の苗を購入し、龍門渕公園に定植するとと
もに、以後何回かにわたり、苗を購入。平成に入ってから新たに完成したあやめ公園と下押野の水田を借
りて品種の保存と増殖を図りました。その後、本町の水田にも苗を移植し、本町の有志グループにより維
持管理され、現在に至っています。
○さて、ここで私たちあやめ保存会の活動内容を紹介します。
発足してからあやめ（花菖蒲）の管理を続けて 3 年目の平成 27 年、東京の花菖蒲園 3 か所を視察研修
し、栽培方法を勉強。相道寺花菖蒲園（北安曇郡池田町）より 12 品種を購入し、新たな気持ちで栽培、
管理を始めました。
現在、毎年、株を分けて若返らせる作業、株分け植え替え作業を
行っています。また、品種ごとに混植がないか確認をし、品種名板
を立て、保存栽培継承をし、品種が絶えないようにする。そのため
の重要な作業である品種台帳整備もしています。花菖蒲は、株が大
きくなると衰えることや、連作障害があります。そのため一定期間
ごとの株分けが必要となってきます。今は、同じ場所での栽培しか
できないため、これ以上株を増やすための工夫が、それがこれからの課題になります。あやめまつりの時
期には、露地栽培や鉢植え栽培についての花菖蒲栽培講座の他、花菖蒲の一般知識等養成講座も予定して
います。
花菖蒲を育てる楽しさ、花の好きな人たちの仲間づくりもしたいと思っています。古花の保存と花菖蒲
の育成に頑張りたいと張り切っておりますので、これからもご協力をよろしくお願い致します。

平成 28 年度
あやめ杯ワンバウンドマッチ
開催されました

去る 2 月 26 日に行われた『あやめ杯ワンバウンドマッチ』は市内
から 13 チーム（内明科 5 チーム）が参加し、熱戦を繰り広げました。
昨年よりさらに皆が技術を伸ばしパワーアップしていて、接戦の試合が続きました。
試合結果は以下のとおりです。
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き た もので し た 。産 業構造 の
変化に伴い山間集落では過疎
高齢化が 進み、その作業も充
分行えなくなってきていま
す。全く集落を離れてしまい
耕作などをしないといったケ
ースではこれら生活維持作業
に参加することも不要でしょ
うが家や身は別の地でも耕作
をしているという場合は生活
の地であ るため道路や水 路 の
維持作業は、みんなで協力し
あってやりたいものです。
一般的には自分の生活のた
めの毎日通る道路や水路など
の清掃や除雪作業等、地域コ
ミュニティーが希薄化する中
で、これらの共同作業へ参加
するのは、地域コミュニティ
ーの基本となるものです。
昔より明科地域は、こんな
場合、地域の人たちに
「やるが当たり前」
という認識が、他地域より一
層大きいところだと言えま

日
場
講
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４月 18 日(火)午前 10 時～正午
明科公民館 講堂
日本スポーツ吹き矢協会会員
柳原 和男さん
4 月 12 日(水)～明科公民館に電話で申し込んでください。
先着 30 名様 【Tel：624605】受講料他として 310 円が
必要になります。

春の地域作業

4 月 公民館講座・『スポーツ吹き矢教室』

長くて寒い冬が過ぎると、
芽吹きの春。桜の季節！ そし
て農作業が始まります。当明科
地域で も３月から４月にかけ
ては常会単位、農家組合単位、
用水組合単位で道普請、用水さ
らいなど１年の準備をします。
環境整備（衛生）といって地区
作業で 側溝さらいやゴミ拾い
など自分たちの生活地の整備
を行うなど春先の風物詩とな
っています。

３月 28 日(火) 午前 10 時から正午
明科公民館 講堂
人形お芝居「おぼっこぼっこ」
300 円(お茶うけ 懐かしい味 野沢菜入りうすやき)
子どもさんは小・中・高生 1 人 100 円です！
手袋シアター、わらべ歌、人形劇、タングラムシアター、棒人形、等々、バラエティーに
富んでいます。春休みの子どもたちも一緒にどうぞ！

明科は山と川の合間に農地
という構図であり、常に道水路
の維持管理が古来より恒常的
に行われ生活の地を守って
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◎優 勝：豊科東小 B（豊科）
○準優勝：豊科東小 A（豊科）
●三 位：King・Village（豊科）ウルトラ７-11（豊科他）

あかしないいまちつくろうかい！！共催

川手往還を歩く～

４月 23 日(日)午前 8 時 30 分～午後 1 時
長峰荘駐車場
1000 円(資料代・昼食代・保険料)
4 月 20 日(水)までに電話か FAX で 81-1325 ライフポート安曇野まで
穂高柏原 11132-2 NPO 法人安曇野ふるさとづくり応援団【Tel：81-1325】

平成 年 月
出水庵
永峰
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～東山山麓の古代の道
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す。それは、そうしなければ、
こ の山 間 の明 科地 域で は 暮 ら
しが成り立たなかったからで
す。
共同の「こころ」
、みんなで
住居地や農耕地など生活の地
を 守 る 「こ こ ろ 」で まち づ く
りをす るのが「明科魂」で あ
ります。
これからの時節、明科地域
あちらこちらで 、共同作業を
す る光景が見受けられるよう
になります。

in 安曇野

みんなで 支えあい助け 合う
地域社会をつくりましょう。

第 24 回ふるさとウォッチング

・

うららかな日差しが降り注いで来るようになり、春が近づいて来た事を実感できる日が多くなってき
ました今日この頃、皆様いかがお過ごしでしょうか。
暖かい陽気の日が多くなると、お弁当を作ってピクニックにお出かけをしてみたくなりませんか？ど
こへ行きましょう、普段と違うことをするのはどこへ行こうと楽しいものです。たとえそれが近くの公
園であったとしても、考えてみただけでワクワクしてきませんか？
今月のいいまち通信の発行日 3 月 16 日は 1934 年のこの日に当時
の内務省が瀬戸内海・雲仙・霧島を国立公園として指定した
「国立公園指定記念日」です。
国立公園とは「優れた自然の風景地を保護するとともに、その利用
の増進を図ることにより、国民の保健、休養及び教化に資するとと
もに、生物の多様性の確保に寄与することを目的とする。(第 1 条)」
という条文を持つ、自然公園法という法律で、
「同一の風景形式中、我が国の景観を代表すると共に、世界的にも誇り
うる傑出した自然の風景であること」
を条件に定められた、日本に 33 か所ある公園を指します。その一つが、
毎日見ている乗鞍から朝日岳までを繋ぐ飛騨山脈を中心とした「中部山
岳国立公園」です。
「世界に誇れる風景」を「毎日」見ているって少し得をした気分になりま
せんか？

明科農産物加工交流ひろば『えべや』
ほっこりルーム 体験講座

山に登るのにはまだ少し寒いですがたまに
は長峰山など眺望のいいところへお弁当を持

『フィールドに出よう
五ヶ用水物語の紙芝居とウォーキング』

ってお出かけしてみてください。
あ、寝起きの動物には気を付けてくださいね!

ほっこりルームで五ヶ用水物語の紙芝居を観賞
毎月第３日曜日は

し、五ヶ用水の歴史を簡単に学んでから実際に五ヶ

家庭の日

用水のほとりをウォーキングして、春のひと時を楽

です
～家族で一緒に過ごしましょう～

しみましょう。
日

家庭の日には、優待制度が利用できる店舗・施
設等があります。
詳しくは「長野県青少年育成県民会議」ホーム
ページ http://himawari-nagano.jp/まで。

時：4 月 15 日(土)

午前 10 時から ※小雨決行

参加費：800 円（おこひる付）
服

装：歩きやすい靴と服装

持ち物：雨具、水筒

お問い合わせ：0263-88-6275

編集後記

・放課後子ども教室『わいわいランド』

は活動サポーターさんのボランティ

アに支えられて 十年以上 も 続いて い

ます。天真爛漫な子どもたちを見守り

ながら、子どもたちの笑顔から元気を

もらっています。子どもたちは地域の

宝です！（ｋ）

・柔らかな陽ざしに春の訪れを感じま

す。頭も春にならないように最近は囲

碁を打っています。囲碁は全体を見る

大局観が大切ですが、実生活でもあて

はまりますね。でも、あちこち見てい

て変な人と思われないように気を付

けないといけません。（や）

・酒は飲んでも飲まれる

な、わかってはいるつも

りです。しかし、気の置

けない友人と飲む酒は

本当においしく、頭が春

になってきます。次はど

こへ繰り出して行って

酒を飲もうか、色々と妄

想は膨らみますが、先ず

は桜が咲いたら龍門渕

辺りにお出かけをして

みましょうか。（う）

