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今月の明科の事業所・団体紹介
今回は

天平の森を愛する会

です

事務局長
西村 永明

「うわぁ～！」
「うぉ～！」４月中旬、長峰山頂の駐車場から山頂へ登った人たちの口から自然
と驚嘆の声が出る。その後も続々と山頂に立った人達からも同様だ。桜が咲き誇る快晴の日で、
目前にそそり立つ北アルプス連峰が安曇野を見下ろし、三筋の流れが直下で一つになっている様
は、自然美を語るに余りある光景です。
この絶景地長峰山頂に希少な動植物も確認されます。自然美豊かな場所で長年地元塔ノ原、宮
本地区の皆さんによる草刈場としての草地保護活動の賜物でもあります。南に位置する矢ノ沢地
籍の天平(あまってら)地籍も同様です。もし山頂に草木が茂って見通しが悪かったとすれば、こ
の様な感動の声が出る事もないでしょう。
我々の｢天平の森を愛する会｣は、平成７年７月 17 日によ
り多くの人がこの景勝地長峰山に気軽に親しみ、楽しんで
もらうために集いの拠点施設として森林体験交流センター
「天平の森」がオープンした時の明科町役場などの担当が
集い結成された会で、名誉会長に伊藤知元町長、会長に宮
嶋勝郎元建設課長が就き、天平の森に携わった職員に指定
管理者を持って構成し、地元長峰山系５地区区長にも参加
していただき、平成２７年には開業２０周年記念として「ワ
タボウシ」を植樹するなど、この安曇野一の景勝地である
天平の森正面玄関
長峰山を育み、外に向けて発信すべき組織活動を目指して
います。２年後の２０２０年東京五輪の年には、天平の森 ２５周年、市制施行１５周年、そして、
あの昭和を代表する大文化人の川端康成、井上靖、東山魁夷の三巨頭が
この地に一堂に会して感動をした昭和４５年５月から５０周年となり、
一つの節目の年となります。安曇野の今後にも大きくかかわる巨匠の提
言を思い起こす機会ともなるでしょう。天平の森元年の１９９５年には
東山魁夷画伯直筆の文学記念碑「安曇野を想う」が建立されていますが、
この時の様に何か記念になるものをと考えています。
どうか皆様のお知恵をお貸しいただき、共に行動出来たらとも思ってい
ます。
一度来てもまた何度でも訪れたいと感じる長峰山を維持する活動を続
長峰山頂にある記念碑
けてまいりたいと思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。
「安曇野を想う」

全て会場は「明科公民館 講堂」です!!
大勢の方のご参加お待ちしています!!

早いもので昭和の時代から今年でもう 30 年。めま

昔は、生活や文化の中心が山間部にあった明科地

ぐるしく変わる社会情勢の中、不幸な事もいい事もた

域。その中でも潮沢柏尾は、御嶽様や風神祭り、大天

くさんありました。今回のコンサートは、昭和の名曲

白秋祭り、鬼伝説など古くからの歴史・文化を継承し、

の数々を楽しみ、過ぎ去りし青春の日々に思いを馳せ

今でも各所に信仰、慣習、風俗が残っています。
今回の講座は、古き良き時代が残る潮沢柏尾にスポ

ていただこうと思います。

軍手等

♩我が心なき ため息の
その髪の毛に かかるとき
楽しき恋の 盃を
君が情けに 酌みし哉♫
「藤村作：若菜集 初恋３番」

本年３月に明科公民館主催の

「母なる土よ
信濃よ…」

この度の講座は、バスの座席の

～信州を愛した魁夷・藤村出発点の旅～

州の四季を現しているほどであ

関係で申し込みの受け付け開始

まうという盛況ぶりで、魁夷・藤

った。また、信濃美術館に千点余

館を併設し保管展示している。隣

村がいかに名が通り心を打つ文

30

分ほどで一杯になってし

の善光寺大本願には魁夷の墓所

化人であるかという事を思わず

から

があり遺骨が納められている。明

にはいられない。帰りの車中にお

りの作品を寄贈し、県は東山魁夷

科とも関係の深かった大画家の

いて全員で藤村作品に曲が付け

られ流行歌として広まった人気

名が日帰りバス旅
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文学歴史講座「魁夷 と 藤村の旅 」 原 点 は 木 曽 賤 母 で あ る 。

日本人にこよなく愛される作

が行われ、

曲の「初恋」や「惜別の唄」を合

参加費：３００円(お茶請け お楽しみ♪)

品を書 いた島崎藤村は宿場町馬

参加費：３００円(お茶請け よもぎ団子)

行でゆかりの地木曽を巡った。

演：Ayer☆=Aire÷Air×Roy Ayers+Planet☆☆☆

山下 泰永さん

唱して盛り上がった。信州木曽に

出

文化課

籠に生まれ各地をめぐり特に小

師：市教育委員会

画家東山魁夷が風景画を志す

講

講堂

ゆかりの２大文化人の足跡に少

所：明科公民館

諸義塾での教員時代に詩歌小説

場

講堂

きっかけとなった賤母 と文学家

所：明科公民館

し触れられ心癒される１日でも

場

30

を多く書き、母なる故郷馬籠を想

時：６月２６日(火)１０時～正午

として日本で一番愛されている

日

あった。関心のある方は是非訪ね

時：５月２９日(火)１０時～正午

い信州人であることの強い意識

日

島崎藤村の生誕地馬籠、いずれ

梅雨のジメジメなんて吹き飛ばしましょう!!

てみてください。

をおこないます。

明科公民館は本年も市民の皆

打楽器なども駆使した音楽をお楽しみください!!

年５月

映画「よみがえる安曇野第２集」観賞会

平成

を開催します。普段お目にかかることの無いアフリカの

永峰

かしい思い出話を皆さんとしてみたいと思います。

出水庵

成をした記録映像を、皆さんと観賞して往時を偲んで懐

―明科ヒューマン講演会―と題し
アイレ☆ふるさとコンサート in 明科公民館

が所有している 8mm フィルムを提供していただいて作
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くこととします…

５ 月のいいまちサロンは市で作成した各家庭や個人 ６ 月のいいまちサロンは明科公民館との共催で

を抱いていた。「初恋」の詩歌が

参加料：無料

も旧長野県山口村である。現在

(ファイナンシャルプランナー)

流れる馬籠の藤村館には多くの

さん

は越県合併により岐 阜県中津川

茂

さんの心にやさしく響くような

師：高橋

作品が展示され訪問者が多い。

講

市となっている。であるが、彼

時：6 月 12 日(火)10 時～正午

企画をしてくれると思います。山

日

然園まで歩きます。皆様ふるってご参加ください!!
日 時：6 月 17 日(日)9 時 30 分 明科公民館集合
参加料：300 円
申込み：☎0263-71-2054 市役所観光交流促進課
(当日の飛び入り大歓迎です!!)
その他：山道などを歩きます。動きやすい服装、慣れ
た靴でご参加ください。

ゴミ拾い他

作業のできる支度でお願いします
※当日はカヌー大会が開催されておりますので
駐車場には注意してください。(公民館駐車場等の
ご利用をお願いします)

藤村の遺骨は島崎家菩提寺の馬

設計に向けた取り組みを学習します。

行いながら、まちなかから、廃線敷きをけやきの森自

草かき

らにはあくまでこの地は信州の

予防、健康づくり、生きがいづくりなど、今後の生活

に行います。明科公民館に集合し、その後、ゲームを

物

と川の美しい景勝地明科の文学

今回の講座では、賢い貯蓄・支出の見直し方、介護

毎年恒例の新緑ウォーキング、
今年は 6 月 17 日(日)

持

籠永昌寺にも分骨され、藤村忌の

ではないでしょうか。

所：あやめ公園

地であるの だ。長野 県民も同じ

人生の後半を迎えてどなたもそのように考えているの

場

歴史講座に期待し今回の筆を置

―ゆとりある生きがいのある人生を過ごしたいー

間：9 時から 12 時頃まで

日には墓参りが行われ

～人生の後半を楽しむために～

時

８月

参加料：無料

実 施 日：平成 30 年 6 月 9 日（土）

意 識であろ う。魁夷が 風景画家

お茶代：300 円(紅茶・シフォンケーキ)

る。

(潮沢ロマンの会)

他

としての原点となる賤母には

師：歩いて楽しいまちづくりプロジェクト

また同日小諸藤村記念館前では

講

「心の旅路館」が２百余点の魁

目：中の島ブルース、青い山脈

藤村忌が毎年一大イベントとし

曲

夷作品を保有し、季節に応じ入

時：6 月 5 日(火)10 時～正午

て開催され、全国の藤村ファンに

日

れ替え展示している。 信州の自

演：ＭＡＢ(マブ)

より詩歌の朗読や合唱、草笛の披

出

行います。都合が良い方は参加をお願いします。

6 月 3 日(日) あやめ杯軟式少年野球大会
6 月 9 日(土) カヌースラローム大会｢にじますカップ｣
6 月 17 日(日) あやめ深緑ウォーキング
6 月 23 日(土) 交流芸能発表会・安曇野太鼓祭り
にじますのつかみどり
然をこよなく愛した魁夷は千葉

ットを当て、明科地域の伝統、文化を探ります。

あやめまつり前、恒例、公園の事前清掃活動を

実施内容：草取り

露などが行われている。

時：5 月 26 日(土)13 時 30 分～15 時

―あやめ公園の環境整備を行います―
みんな来てね!!

●ステージイベント
・けん玉パフォーマンス
とワークショップ
・松本山雅トークショー
・大ビンゴ大会 などなど

の自宅の庭に広葉樹を植え、信

日

イベントスケジュール(簡易版)

6 月 24 日(日)
メインイベント

～潮沢・柏尾の魅力～

～PLAYBACK SHOWA～

太陽にほえろのテーマ

第 34 回
信州安曇野

明科さんぽ
昨年 11 月より 2 ヶ月に一度のペースで始めた明科さんぽ、第 3 回目の 3 月 11 日は押野山を訪れました。
事前問い合わせで予想を越える参加が見込まれたため、急遽、あづみ野エフエム様に駐車場をお借りしまし
た。
最終的にスタッフ応援も入含めて、市内外から 40
名の参加者が、元気に押野山の頂上まで往復しまし
た。

当日は山主のひとりでもある矢花さんに、見

どころを案内していただきました。押野城址やアン
テナの立つ押野山は、松枯れの被害から、山の再生
が進められています。落葉樹が葉を落とした山から
わが町明科、松本平の風景を見ながら、参加者は案
内の話に聞き入っていました。また、あづみ野エフ
エムの取材も入ったので、夕方の番組で流れた放送
を聞かれた方もおられるでしょう。
今後も明科のいいところを定期的に歩く予定ですの
で、ご参加お待ちしております。

知っ得♩あかしな
突然ですが、皆さんは旅行をしていますか？私は自分で旅程を考えて切符をそろえて、ホテルも予約して…
と全部自前でやってしまう事が多いのですが、偶に面倒になるときがあります。そんな時の強い味方と言えば
何でしょうか？そう、パック旅行ですね。今回の発行日 5 月 17 日はパック旅行の日です。1861 年にイギリスで
労働者委員会が企画し、旅行業者・トーマスクックが手配した労働者一行の団体旅行がこの日にロンドンからパ

.

リへ出発し、これが世界初のパック旅行となりました。季節はもうすぐ夏!!旅行をするには最高の季節がやって
きます。皆さん、今年はどこへ行こうか計画をしましょう!!素晴らしい体験が皆さんを待っているはずですよ!!

第４回明科いいとこ撮ろうかい写真コンテスト

明科いいまちつくろうかい!!は、今年 5 周年を
迎えることになりました。節目の年の記念事業と

｢明科いいまちつくろうかい!!｣では今年も写真コンテストを開

して、ニュースリーシャープスオーケストラによ

催します!!明科にはまだまだ素晴らしい所がたくさんありま

るコンサートを計画しております、詳細情報は順

す!!『昨年の 10 月から今年の 9 月 28 日までに撮影した作品』を

次公開いたしますので、ご期待ください！まずは

募集しますので、どしどしご応募ください!!

開催日のお知らせです。

参加要項など詳しくは明科公民館まで：☎0263-62-4605

編集後記

・最近歯が沁みるので歯医者へ行ったら

虫歯が三本も見つかりました。４か月後

に完治しましたが、まだ自分の歯でない

ようでしっくりきません。何事も早めの

治療が必要だと思いました。金ではない

ですが、歯がほとんど銀歯になって金持

ちになったような気分です。（や）

・春になり、本格的にサイクリングをし

ています。怪しい恰好をした怪しい奴が

サイクリン グ を して い るこ とがあるか

もしれませんが、出来れば通報などしな

いでおいていただけると幸いです。

まだ、１日百キロ前後しか走った事が無

いので、もう少し遠出をしてみたいなと

思う今日この頃です。（う）

開催日

平成 30 年 9 月 9 日（日）PM

毎月第３日曜日は

家庭の日

です
～家族で一緒に過ごしましょう～

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。

