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明科支所：☎71-2000(代表) / 明科公民館：☎62-4605 

安曇野市明科中川手６８２４番地１ 

令和４年１月 20日 発行 No. 69 

第11回   ラーメン いっこく  

明科いいまちつくろうかい!! 編集･発行 

http://akashina.net/localinfo/newslisi 

回覧 

 

店主 板倉 正俊    

 

最初、滋賀県近江八幡市で店を始めましたが、その

後、縁あって松本の南浅間で開店しました。学生をタ

ーゲットに営業を始めましたが、安価でないと商売が

成り立たず、2017年 4月に現在の明科の場所に移転し

て営業を始めました。おかげさまで地元のリピーター

の方も来られるようになり、食べログで話題の店とし

て取り上げらました。 

おすすめメニューは中華そば背脂煮干し(790 円)、

鶏白湯(820 円)で、特長は自家製だし汁に合わせた自

家製の麺や具材を使用している事です。煮干しと鶏ガ

ラによる白湯スープがメインですが、豚骨や牛骨のス

ープも時期や要望により提供しています。 

 ラーメンがメインなのでテイクアウトは難しいで

すが、今後はお持ち帰り用の冷凍スープや麺・具材の

提供をしたいと考えています。製麺業の許可は得てい

るので、近々販売を始めようと考えています。 

コロナ禍ではあるものの、関西や関東からの移住者

で、以前の店からのファンが「かつての味が忘れられ

ない」と言って訪れてくださったり、地元の方も「一

度食べると味が忘れられない」と言って、日にちを決

めて来店してくださります。飲食店にとって厳しい状

況が続いていますが、多くの人に支えられて何とか店

を維持できているのがありがたいと感じています。感

染対策として空気清浄機３台と換気扇３台を常時使

用して万全を期しているので安心してご来店くださ

い。 

コロナ禍に加えて父親の介護もあり、不定期にお休

みをいただくことがあり、申し訳ありません。営業日

には皆様のご来店を心からお待ちしています。 

 

安曇野市明科光 204-1 / TEL: 0263-87-2382 

営業時間 昼 11:30～  夜 18:00～ / 定 休 日 月曜日 

(臨時休業する事があるので Twitter等でご確認の上お出

かけください) 

Twitter:＠r_ryougennohi Instaglam:＠ramenitsukoku 

ラーメン いっこく 

ラーメン いっこく 

中華そば背脂煮干し(790円) 

ご
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券
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明科コラム 

平成 26年より事業化しました国道 19号明科駅前

歩道整備事業とその補助事業の都市再生整備事業は

着々と進んできており、明科駅周辺も徐々に変わり

つつあります。現在は龍門渕公園、明科区内市道改

良、駅前広場、駅トイレ棟など安全面と利便性を考

えた整備が令和５年３月の期限までに急ピッチで行

われております。閉店したデリシアにつきましても

令和４年の２～３月オープンを目標に新店舗開発を

進めており、さらに来年までにはテナント棟なども

整備される予定となっております。あやめシティー

跡地開発につきましても地権者の皆さんが話し合い

を重ねて、現在、最適な利用方法を検討中と聞いて

おります。このことより、今後、明科駅周辺は今ま

で以上に利便性が向上することが期待できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

しかし、新しい街並みの開発が進む一方で、明科

地域には過疎化という大きな問題を抱えており、安

曇野市の中でも特にこの明科地域は人口減が危惧さ

れております。商店も徐々に閉店し、街中にも空き

家や空き地が目立つようになってきております。現

在は半径 1km以内に駅、商店、病院、銀行、学校・

保育園、郵便局、行政施設などが点在するコンパク 

 

 

 

トシティとしての機能を有する利便性の良い街です

が、このまま過疎化が進みますと、近い将来、その

商圏価値の低下により、スーパーや個人商店、病

院、銀行などが撤退を余儀なくされ、コンパクトシ

ティとしての機能が破綻して不便な街へと変貌し、

その不便さがさらに過疎化を加速していくこととな

ってしまいます。 

 現在、明科いいまちつくろうかい!!や、明科駅周

辺まちづくり委員会など明科地域住民有志の諸団体

が、様々なイベントや活動を行い、明科地域の魅力

発信、活性化に繋がるような活動や、空き家対策と

して定期的に街歩きイベントを開催し、移住促進を

サポートする活動なども行ってきておりますが、限

られた少ない人数ではその効果も限定的で、なかな

か過疎化を止めることができません。やはりこの地

域の住民一人一人が、明科地域の未来に危機感を持

ち、この街の魅力発信や活性化を図る策を真剣に考

えていかなければ、明科地域の未来は暗いものとな

ってしまいます。 

 明科地域には長峰山からの眺望、三川合流による

水郷を利用したリバースポーツ、廃線敷きなど他に

も様々な観光資源があり、さらに松本糸魚川連絡道

路のインター設置計画により、松本～長野の主要都

市を結ぶ国道 19号、篠ノ井線と伴って交通の要所で

あることから企業誘致など、まだまだこれから活性

化できる要素はあると思います。 

明科の抱えている問題を、他人事と思わず、みん

なで協力してアイデアを出し、行政を巻き込んで官

民一体で、今後の明科が住んでみたくなるような魅

力あふれる街になることを心より望みます。 

明科駅周辺の現状と 

明科地域の未来を考えて… 

明科駅周辺まちづくり委員会 

会 長 松下 尚生  

【リニューアルする駅前広場のイメージ】 

【整備工事中の駅前広場】 
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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。 

 

新春のひとときを、箏と尺八の演奏でお楽しみください。 

日 時：1 月２1日(金) 午後２時～３時３０分 

会 場： 明科公民館講堂 

出 演： 小澤 雅
ま さ

美穂
み ほ

さん（筝）、有賀 雅
ま さ

栄
え

さん（筝）、原 靖堂
やすどう

さん（尺八） 

曲 目： 壱越(いちこつ)、河童百態、日本の名曲メドレー ほか 

参加費： 無料  申込み： 不要 
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日 時： １月２５日(火) 午前 10時～11 時３０分 

会 場： 明科公民館講堂 

講 師： 逸見 大悟(安曇野市文化課職員) 

参加費： ３００円(資料代として)  申込み： 不要 

 

   日 時： １月 27 日(木) 午前 10時～正午 

会 場： 明科公民館講堂 

講 師： 青木 弥保(市文書館職員) 

参加費： 無料  申込み： 不要 

持ち物： 冊子「明科の宝」をお持ちの方はご持参ください。 

日 時： 2月 3日(木) 午前 9 時～正午 

会 場： 明科公民館 調理実習室 

講 師： 望月 亮子さん 定 員： 先着１５人 

参加費： 900 円(受講料 200 円を含む) 

申込み： 1 月 24 日（月）・25 日（火）に明科公民館へ 

お電話ください（℡62-4605）。受付は午前９時～午後５時。 

 
日 時： 2月 8日(火) 午前 10時～正午 

会 場： 明科公民館講堂 

講 師： 明科公民館職員 

参加費： 無料  申込み： 不要 

持ち物： ご自身で使用しているスマホを持参してください。 

令和３年８月の記録的大雨における 
危機感共有と避難行動 

日 時： 2月 10日(木) 午前 10時～正午 

会 場： 明科公民館講堂 

講 師： 弦巻 祐一(市防災専門官) 

参加費： 無料  申込み： 不要 

日 時： 2月 15日(火) 午後１時３０分～３時 

会 場： 明科公民館講堂 

講 師： 柴田 勲さん(アコーディオン奏者) 

曲 目： 寒い朝、カチューシャ、雪の降る街を ほか 

参加費： 無料  申込み： 不要 
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日 時： 2月 22日(火) 午前１0時～１１時３０分 

会 場： 明科公民館講堂 

講 師： 松村 真一(明科高校校長) 

参加費： 無料  申込み： 不要 

 

日 時： 2月 24日(木)、３月３日(木)、１０日(木)、１７日(木)、 

２４日(木) 全５回     時 間：午前 10時～正午 

会 場： 明科公民館講義室 

講 師： 青木 弥保(市文書館職員)、地域資料調査員 

参加費： 700 円(テキスト代 ほか) 定 員：20 人(先着順)  

申込み： 1 月 31 日（月）～２月４日（金）までに明科公民館へ 

お電話ください（℡62-4605）。受付は午前９時～午後５時。  

持ち物： 冊子「明科の宝」をお持ちの方はご持参ください。 

戦乱の渦に巻き込まれた明科地域の山城の歴史を学びましょう。 

あかしな農業塾で育てたこんにゃく芋で手作りこんにゃくを作ります。 
カメラや LINE など使用頻度の高いアプリや、便利なアプリを解説します。 

改定後初めての「緊急安全確保」発令で見えた課題や、 

防災知識について学びます。 
アコーディオンにあわせて歌い、気分をフレッシュしましょう。 

明科高校の現状と課題、今後の抱負等をお聞きし、 

明科高校の存続に地域としてどう協力ができるのか共に考えましょう。 

「読んでみよう、くずし字」講座 (明科公民館出張編) 

本年度 5 月に文書館で開催した古文書講座を明科公民館で行います。

(内容は文書館開催と同様です。) 

「明科の宝」第１０回目の講座は、江戸時代に作成された村絵図か

ら当時の生活、社会の変化などを学びます。 

～堺におかれた山城～ 
近世の明科、残る村絵図 
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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。 

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） 

 

・暮れに餅つき機を買って、餅をたくさんつくりました。つきたての餅は

おいしくて、きなこ餅、くるみ餅、汁粉など毎日食べています。糖尿病が

心配ですが、残り少ない人生を好きなものを食べ、好きなことをして暮

らそうと思います。（や） 

・最近近所の山に登りました。雪が残っており、登りは大丈夫でした

が、下りはたくさん尻餅をつきました。（な） 

明科図書館長 
青木 泰治 

明科図書館には、ヤングのコーナーがあって、主として中学生・高校生向

きの本がそろえられている。この場所はヤング専門の司書さんが選んだ本が

集められている書棚となっている。 

試験前には、中学生や高校生が二階の机で勉強をしに来てくれているが、

普段は本を借りに来てくれる姿は少ない。これはどこの図書館でも同じ傾向

である。中高生は勉強や部活動で忙しく、なかなか本をゆっくり読む余裕が

ないのだろうと想像する。明科図書館のヤングのコーナーでは、中高生向き

の小説や物語もあるし、進路に関係する本や、生き方や人生に参考になるよ

うな本もあって、是非手に取ってほしい本が並んでいる。もちろん、大人が

読んでも十分満足できるものでもある。 

 普段の日はともかく、土曜日や日曜日あるいは長期休みなどに、勉強のた

めに図書館を利用してもらってもいいと思うし、そんな時にヤングのコーナ

ーを覗いて欲しいと願っている。きっとお気に入りの、興味が持てる本が見

つけられると思う。 

 いいまち通信の掲載記事を募集します 
編集後記 

明科いいまちつくろうかい！！ 

 代表 浅見 郁子 

皆様、新しい年をお健やかにお迎えになられました事とお慶び申し上げます。今年が平穏な１年になりますようご祈念いたします。 

昨年中は、コロナ禍ではありましたが、いいまちつくろうかいの諸活動を皆さんの温かいご支援をいただきながら無事に継続して参る

ことができましたことを厚く御礼申し上げます。今年は新年早々から、オミクロン株の拡大が急速に広がり、また緊張感を抱いて過ごさ

ざるを得なくなってきました。コロナの収束は先が見えないところですが、with コロナという新たな生活様式を創り出しながらコロナ

に負けずに生活を進めて参りたいですね。 

今年は駅前の整備も着々と進んできています。前年、設計段階において住民側の声もかなり取り入れていただくことができました。完

成が待たれるのですが、新しく生まれ変わる明科駅前周辺が、明科地域全体及び安曇野市の東口玄関として一層利便性が高まり活性化

し、賑わいのある明科となって参りますよう皆で知恵を出し合いながら盛り上げていかれたらと思います。 

この時期コロナに負けない健康づくりが最重要課題であると考えますが、昨年のいいまちサロンの「健康づくりと食」の講演より、コ

ロナの感染予防と重症化予防に、ビタミン C、ビタミン D、亜鉛の摂取が免疫力を高め「感染しにくい」「重症化しにくい」身体をつく

ることが世界の医学者の最新のデータから証明されてきているというお話をお聞きしました。日々の食生活の中で参考にしてみてくだ

さい。令和４年も「健康寿命延伸」を軸にしながら様々な形で幅広く学び実生活に活かせる講座を継続して参りますのでどうぞご参加く

ださい。 

コロナ禍ではありますが、他の組織と連携しながら、可能な限りの地域課題解決へ繋がる活動を進め、明科の魅力を更に広め高めたい

と考えていますので今年も皆様のご支援・ご協力をよろしくお願いいたします。また、明科を活気あるいいまちにしていきたいという

方、是非入会して共に手を携えて頑張って参りませんか？入会をお待ちしています。 

 

〈ヤングコーナー〉 

〈ヤングアダルト通信〉 


