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食事処

食事処 ノア

店主 唐澤

ノア

愛

国道 19 号線沿い七貴荻原の「食事処ノア」です。
松本今町で韓国料理「ぶたや」を営業しながら、自分たち
で改装し、開業して 3 年目です。ランチと韓国料理を中心
に営業しています。
昼は定食を中心にラーメン、ノア特製オムライス、手作り
ハンバーグ、プルコギ、石焼ビビンバ等々、隣の畑で作る自
家製無農薬新鮮野菜サラダやおかずが付きます。野菜不足
の方にはピッタリ!!!
夜は「サムギョプサル」を中心にチーズダッカルビやチヂ
ミ、スンドゥブチゲ（豆腐鍋）チョングッチャン（納豆鍋）
自家製の美味しいキムチなど数多いメニューをお楽しみい
ただけます。
※サムギョプサルは前日昼までの予約が必要です。

自慢の「サムギョプサルセット」
(2 人前 ￥4,200)

現在は「新型コロナ」の影響で夜の営業は予約のみで
す。2 名様からお受けしますのでお気軽にご連絡くださ
い。
テイクアウトも始めました。お弁当、オードブル、等
メニューからでもお任せでもお持ち帰りいただけます。

あつあつの「石焼ビビンバ定食」(￥1,200)
信州 Go To Eat キャンペーン券、各種クレジ
ットカード、PayPay など電子マネー決済もお使
いいただけます。
野菜作り頑張っています。新鮮なお肉と野菜

食事処

安曇野市明科七貴 8608-1
TEL:080-6939-2908
OPEN:昼 11:30～14:30
:夜 17:00～21:00

でスタミナ回復、ストレス解消して自己免疫力
を高めましょう!!

ノア

※現在、夜営業は要予約
Facebook
定休日:
月曜日
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明 科コラム

「荻原地区が
地区公民館報最優秀賞を受賞」

のだ。２５年の間に環境、社会情勢も変わり、編集

令和２年度安曇野市地区公民館報最優秀賞に荻

委員の異動もあったことだろう。そんな中で館報を

原地区公民館が選出された。
安曇野市地区公民館報表彰は、平成２５年度から

通して地域に活力を与えたことは大変すばらしい

始まり、令和２年度は第８回目となる。安曇野市の
全地区公民館を対象に応募作品の中から選考され、

ことであると思う。
館報と並んでもう一つすばらしいものが荻原に

毎回最優秀賞１点、優秀賞２点、審査員特別賞１点

ある。平成２５年に発刊された荻原の記念誌「荻原

が選ばれる。今回は１９地区公民館の応募があっ

の昔と今を再発見」がそれだ。３８０ページほどに

た。過去８年の中で明科地域の地区公民館が入賞し

及ぶ冊子で荻原区の歴史、文化、自然、産業、地域

たのはこれが初めてであり、しかも最優秀賞であ

活動などが網羅され、住民の写真や文章もふんだん

る。すばらしい快挙だ。

に掲載されている。館報や記念誌を読んでみると活
力あるコミュニティの醸成と豊かな地域づくりが
根付いているようで感嘆せざるを得ない。
コロナ禍で公民館事業が停滞する中、明科公民館
でも荻原地区を見習い、持続可能な事業に着手して
いきたいと思う。
なお、７月一杯明科公民館ロビーで公民館報入賞
作品を掲示している。ぜひ、ごらんいただきたい。
（明科公民館長

公民館だよりおぎわら

第３００号

優秀賞には青木花見地区公民館と柏原地区公民館、
特別審査員賞には野沢地区公民館が選ばれたが、荻
原と比較しても甲乙つけがたい出来である。なぜ、
最優秀賞が荻原？という思いもわいてくるのだが、
荻原の館報は写真が多く、ビジュアルで見やすい、
受賞した地区公民館報

地域の住民の話題や出来事が手に取るようにわか
るという特色があることも選考理由のひとつかと
思う。もう一つの選考理由は、長年にわたる公民館
報の発行が評価されてのことではないかと思うの
だ。
実は荻原の館報はこの５月で３００回になる。平
成８年６月に第１号を発行して以来毎月たゆみな
く作り続け、２５年を経た今、３００号に到達した
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安井邦夫）

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。

映画鑑賞会

89
あかしないいまちつくろうかい！！では映画鑑賞会を行います。

「明科の宝」第６回目の講座です。今回は明科の里山の状況、環

どうぞ、おでかけください。

境整備について話を聞きます。

日 時： ７月 27 日（火）午前 10 時～正午
会 場： 明科公民館 講堂
内 容： 「最高の人生の見つけ方」
（2007 年上映のアメリカ映画のリメイク版）
参加費： 無料
申込み： 不要

日 時：
会 場：
講 師：
参加費：
申込み：
持ち物：

７月 28 日(水) 午前 10 時～正午
明科公民館 講堂
佐藤明利(安曇野市耕地林務課長)
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。

夏休み親子料理教室

スイーツをつくろう
初心者から高段者までどなたでも楽しめる将棋教室を

杏仁豆腐・抹茶のムースなど暑い時期に食べたくなるスイ

開催します。

ーツを作ります。

日 時： ８月２日(月)・３日(火)
午前 10 時～午後４時
会 場： 明科公民館 講義室
講 師： 安曇野市囲碁・将棋実行委員会委員
参加費： 無料
申込み： ７月 26 日(月)・27 日(火)に明科公民館
へ電話でお申し込みください。
☎0263-62-4605(明科公民館)

日 時：
集 合：
講 師：
参加費：
申込み：
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８月５日(木)午前 9 時 30 分～正午
明科公民館 調理実習室
安井邦夫(明科公民館長)
1 組 1,000 円(受講料 200 円含む)
7 月 26 日(月)・27 日(火)に明科公民館へ
電話でお申し込みください。
☎0263-62-4605(明科公民館)
定 員： 親子 6 組(先着順)

への願いを込めて

遠くなった戦争の記憶を話し合い後世に伝えましょ
う！戦後 75 年、横内恵子さんの体験談をお聞きした
り、参加者の皆さんの様々な思いも皆で話し合いま
しょう。

日 時：
会 場：
参加費：
申込み：

８月 20 日(金)午前 10 時～正午
明科公民館
無料
不要
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開催します！
明科いいまちつくろうかい!!の５周年記念を機に始めた
『明科うまいもん市』は、地域の元気のために今年も開催し
ます。開催は 202１年９月４日(土)、午前９時頃から 12 時
頃まで。明科公民館前の駐車場を会場に行います。出店
者募集中です。暑さの残る時期ですが、感染症対策を忘
れずに是非お出かけください。

明科図書館長
青木 泰治
今、明科図書館では、特集の企画として「山の日」
「SDGs ってなんだろう」
「免疫力を高める発酵食品」
「おやさい(お野菜)」の四つを展示している。
「山の日」は信州山の日が 7／25、国の山の日が 8
／8 ということで、それにちなんで安曇野市の 5 つ

【山の日】

【SDGs ってなんだろう】

の図書館で山関係の本を展示している。北アルプス
の麓の安曇野市民は山好きの方、登山好きの方も多
いと思うので、この機会に足を運んでください。
『北
アルプス』
『槍ヶ岳』
『田淵行男』
『百名山』などの本
が並んでいます。貴重な『喜作新道』の DVD もあり
ます。
「SDGs ってなんだろう」「免疫力を高める発酵食

【免疫力を高める発酵食品】 【おやさい(お野菜)】

品」
「おやさい(お野菜)」もいっぱい興味津々の本が
そろっています。是非明科図書館へ来てください。

いいまち通信の掲載記事を募集します
編集後記
・この間新しいスマホに替えたのを機にスマホや IC カードで買い物を
するようになりました。バーコード決済なんてひと昔前まではありえない
支払い方です。これから生活の中にも ICT の加速が予想されますが、
時代についていけるか心配です。（や）
・最近はコロナや雨の影響でずっと家にこもっていました。引っ越してか
らまだ整理していない荷物があったので、ようやく手をつけてみると数ヶ
月前まで学生だったことが思い出されました。（な）

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）
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