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安曇野はなぐるま

令和３年５月２０日 発行

ダイニングキッチン
安曇野はなぐるま
店主 牛越 よう子

県道明科大町線から南へ少し入った、少々わかりにくい場所にあります
「安曇野はなぐるま」です。
松本蟻ケ崎にて二十年営業後、続きを娘に託して、明科に開業し、十年目に
なります。生パスタとピッツァ、手作りケーキを提供しております。日頃の喧
騒からしばらく離れて、ごゆっくりお過ごしいただきたく、お席もゆったり配
しております。
トマト、ミート、クリームソースの他、塩味、しょうゆ味、たらこ、めんた
いこ、梅といった和風も折り込んだ 50 種類の中からお好みのメニューを選ん
でいただき、生パスタのモチモチとした食感をお楽しみください。150ｇの生
パスタに具材も多めでボリュームたっぷりです。小食のお客様にはハーフサイ
ズもございます。パスタの麺のみハーフで具材は一人前そのままです。
ゆったりとした店内の様子
ご注文の多いメニューは、ますみスペシャル、あさみスペシャル、ナ
ポリタン鉄板焼、しそめんたいことシーフード、よくばりミートソース
です。夏場には、ツナとおろしと納豆の冷製パスタと、梅とササミの冷
製パスタが登場します。ますみスペシャルは、SBC のアナウンサーます
みさんがリポートに来てくださった時からの記念メニューです。あさみ
スペシャルは、テレビ信州のアナウンサーあさみさんがリポートしてく
ださり、その日からあさみスペシャルが仲間入りしました。

ダイニングキッチン

記念メニュー『あさみスペシャル』
（￥1,520）

安曇野はなぐるま
少人数で営業しておりますので、混雑時にはお
待たせしてしまい申し訳ないです。

安曇野市明科七貴下押野

地元明科の皆様に応援していただき感謝して

5680-5

おります。これからも愛される店づくりを目指

TEL: 0263-62-6787

し、努力していく所存です。どうぞよろしくお

OPEN: 昼 11:30-15:00
: 夜 17:00-21:00

願いいたします。

(土日祝 11:30-21:00)
Facebook
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定休日: 木曜日 月曜日夜

明科コラム

～明科移住記～

松本

一文

ることに決めて、土地探しを 2012 年頃からスタートしてい

初めて明科を訪れたのはいつだっただろうか、いくつか
の写真の日付を見て、思い出した、2013 年の春だ。

たのです。

昔から家内と私は大の山好きで、山がよく見える土地を

そして 2013 年に奇跡的に出逢えた土地(農地)の農転許

条件に不動産仲介の方に何度も案内してもらっていたのだ

可が、１年後におりて 2017 年 1 月に自宅が完成しました。

が、今回は自信ありげだなと思いながら案内されたのが、

その後、週末は安曇野で過ごすような生活をしていました

その 4 年後に自宅が完成する明科の土地だった。家内と私

が、昨年には東京の家を引き払い、移住が完了しました。
移住後、改めて気付かされたのは 10 万人都市として生活

はそこから見た北アルプスの絶景に圧倒され、
「え〜〜・・」
としか声が出ず一拍置いて、
「ここに決めましたので、出来

インフラが充実しながらも、豊かな自然が共存している素

るだけ早く契約お願いします。」と言ったのを覚えている。

晴らしさです。この時期、自宅の庭には朝夕、雉の夫婦が散
歩しています。

【 自宅から見た安曇野市街と北アルプスの絶景 】
私は 1980 年代後半から 2017 年まで、30 年ほど最先端の
IT 関連ビジネスにどっぷり浸かっていました。今はなき
RISC チップベースの EWS という UNIX コンピュータの開

【 庭を散歩中の雉 】

発やその EWS をベースに C 言語プログラマー兼 SE 兼プ

またいくつもの楽しい出会いもありました。

ロマネを担当し、大企業の極めて特殊な業務システムの受

ご近所の、とびきり美味しい天王原ワインを造られてい

託開発を多数構築しました。90 年代後半からは商用インタ

る池上さんと親しくさせて頂いたり、また、安曇野の陶芸

ーネットがスタートし、パソコンの普及に合わせて IT ビジ

家の一八さんとは長峰荘のお風呂で知り合い、飲み仲間に

ネスが大きく立ち上がり、ネットワーク技術者、情報セキ

なりました。また、ご近所付き合いの縁でスマホセミナー

ュリティ、認証局構築、バイオメトリクス、コンピュータフ

講師の機会を頂いたりもしました。

ォレンジック調査、e-Discovery ビジネス、そしてインター

安曇野には様々な魅力がありますが、私にとっての一番

ネット関連のコンサルまで経験しました。また上場企業役

の魅力は何と言っても明科から望む北アルプスの雄大な景

員、ベンチャーの起業など仕事は十分やり切ったこともあ

観です。しかしながら、不思議なことに明科を訪れる観光

り、家内には 60 歳になったら現役を引退して第二の人生を

客は少なく、また多くの移住者は穂高・有明地区に集中し

始めることの了解もとっていました。

ています。明科の一番の魅力をどうすれば伝えられるか、

昔は、オフロードバイクが唯一の趣味で各地のエンデュ

まず手始めに日当たりの良い休耕地や空き家をクラインガ

ーロレース参戦や獣道走りに明け暮れ、毎週全身泥まみれ

ルテンにするなどして都会人に魅力を知ってもらい、さら

になるのが恒例でした。2007 年頃からは家内と登山にはま

に穂高・有明地区には無い北アルプスの絶景を生かしたリ

り、取りつかれたように、悪天候以外はほぼ全ての休日は

ゾートテレワーク施設を作って、ワーケーションを呼び込

山に行き、多い年では年間 50 回ほど登っていました。

んだり、企業のサテライトオフィスを誘致すればどうだろ

安曇野は北アルプス登山で訪れるたびに、偉大な山と街

う、さらに・・などと妄想が膨らみます。
今後とも明科が素晴らしい街であることを願っています。

との一体感、田舎の風情を残しながら生活には十分すぎる
商業施設があることが分かり、第二の人生はここから始め
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長峰荘再開のご案内

株式会社ドリームホテル
常務取締役 玉木 憲太郎

平素から長峰荘をご愛顧いただき誠にありがとうございます。本年 7 月 16 日より、日帰り入浴を再開させていただきます。
※宿泊・宴会も情勢に併せ随時再開予定
当館は新型コロナウイルス感染拡大防止及び設備改修工事のため、長期にわたり休館させていただいておりました。
皆様に大変ご不便をおかけしましたこと、心からお詫び申し上げます。
再開に向け、老朽化した設備機器の交換、上水・風呂循環配管等の大規模改修工事等、最善を尽くしてまいりました。
再開にあたり、皆様と再会できる事を心より嬉しく思います。
スタッフ一同、『皆様の思い出の場所 長峰壮』を快適にご利用いただけるよう引き続き尽力してまいります。
皆様のご来館を心よりお待ちしております。
■営業時間：13 時～20 時(19 時半最終入館)
■定休日：毎月第二火曜日(祝日の際にはその翌日)
■販売済入浴回数券の取り扱い：有効期間を記載の日付より 1 年間延長
※緊急事態宣言延長などの場合、再開延期となる場合がございますので予めご了承ください。

新型コロナウイルスの影響により、下記のイベント等は中止・変更となる場合が
あります。最新情報については、明科公民館(☎62-4605)までお問い合わせください。

5 月例会

～
日 時：
会 場：
講 師：
参加費：
申込み：

あかしな地質と地形のストーリー

と について～

日 時：
会 場：
講 師：
参加費：
申込み：
持ち物：

５月 25 日（火）午前 10 時～正午
明科公民館 講堂
斉藤 まさ子さん（上級食育指導士）
200 円
不要

明科公民館生きがいづくり講座

ウォーキングサッカー 体験会

～初夏の歌声サロン～
日 時：
会 場：
出 演：
曲 目：
参加費：
申込み：

5 月 27 日（木）午前 10 時～正午
明科公民館 講堂
松田 幸子さん（明科の宝 執筆者）
無料
不要
冊子『明科の宝』をお持ちの方は持参してください。

日 時： 6 月 8 日(火)午後 7 時～9 時
会 場： 明科体育館
講 師： 篠原 裕一さん
(長野県サッカー協会 グラスルーツ委員長)
参加費： 200 円(講座受講料)
申込み： 5 月 24～26 日
☎0263-62-4605(明科公民館)
定 員： 30 名
対 象： 市内在住・在勤者の人
持ち物： 運動靴、運動のできる服装、飲み物、タオル

6 月 1 日(火)午後 1 時 30 分～3 時
明科公民館 講堂
柴田 勲さん（アコーディオン奏者）
「青い山脈」「岬めぐり」「リンゴの唄」他
無料
不要
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明科再発見ウォーキング

古 地図を片 手に 明 科 さ んぽ
日 時：
集 合：
主 催：
参加費：
申込み：
定 員：

6 月 20 日(日)午前 9 時～正午
明科公民館 駐車場午前 9 時
明科いいまちつくろうかい！！
500 円(会員無料)
☎0263-62-4605(明科公民館)
２０名

日 時：
会 場：
出 演：
参加費：
申込み：

6 月 22 日(火)午後 2 時～3 時 30 分
明科公民館 講堂
ニュー・モダン・デュークス、Y‘sGem
無料
不要

職員の異動のご報告
４月１日付で、明科支所職員４名の異動がありました。新任職員４名の着任のあいさつを掲載します。

生涯学習課
明科生涯学習係

明科地域課
地域担当

いいまち通信の掲載記事を募集します
編集後記
・ 最近「ノマド」という言葉をよく聞きます。時間や場所に捉われず仕事や生活をするラ
イフスタイルのようですが、コロナ禍で注目されています。ノマドが浸透すると田舎暮らし
をする人も増えるのでしょうか。明科も人口が増えるといいですね。（や）
・今号よりいいまち通信の担当となり、参考として過去のいいまち通信を見ていました
が、勉強することがたくさんなので、慣れないながらもこれから頑張っていきたいと思い
ます。（な）
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明科いいまち通信へ掲載する記事を募集いたします。なにか発信したい
内容などがありましたら、是非ご投稿ください。
募集内容 住民のみなさまからの記事・文章・写真・俳句・ご意見など
投稿要項・投稿する際は必ず氏名・住所・連絡先を記載してください。
・記事内容は、明科いいまち通信編集会議で検討いたします。
・掲載時期は、追ってご連絡いたします。
投稿方法 ①明科支所（明科中川手 6824-1）へ持ち込む または
②Ｅメールで送る ⇒ akashina-shisho@city.azumino.nagano.jp
お問合せ 明科いいまち通信編集担当（TEL: 71-2000 / 内線 760-112）

