
9月記者懇談会 

平成 29 年 9 月 25 日 

 午前 11 時 00 分 203 会議室 

 

 

 

 

町長月間予定 総務課 

  月間行事予定の説明 

 

行事予定（担当課ＰＲ分） 

（10/4、10/26）地域おこし協力隊イベント＠みのわ～れ、LOCAL Lab.について 

                                   企画振興課 

  9/6 に第１回地域おこし協力隊イベント＠みのわ～れが 

開催されました。１回目は折り紙を題材にし、8 人の方 

と交流を深めました。10/4 に第 2 回としてハロウィン 

クッキングを行います。かぼちゃを使ったカップケーキ 

やスイートパンプキンを作ります。9/30 までにみのわ 

～れへお申し込みください。 

  9/20 に第 1 回 LOCAL Lab.を県内の地域おこし協力隊 

を対象に開催しました。1 回目のテーマを「ちらし作成 

のルール」とし、県内７人の協力隊が参加しました。10/26 の第 2 回では「プレゼンテ

ーション」をテーマに開催します。 

 

10 月フェンシングイベントについて 文化スポーツ課 

  10 月はフェンシング月間ということでフェンシングのイベントが多くあります。大会は

全国カデ・エペフェンシング選手権大会（10/7,8）、全国ジュニア・エペフェンシング選

手権大会（10/8,9）、みのわもみじカップフェンシング大会（10/21,22）があります。

出場者数はカデ・エペ大会 132 人、ジュニア・エペ大会 175 人、もみじカップ大会約

170 人で、年々出場者数が増加しています。10/8 はもみじマーケットｉｎみのわを開催

します。スーパーキッズダンスフェスティバルｉｎみのわや、フェンシング体験コーナー、

フェンシング丼試食など様々なイベントが開催されます。また、10/29 には第 2 回目の

太田雄貴フェンシング教室ｉｎみのわが開催されます。 

 

  記者）他県の全国大会はどのくらいの出場数か。 

 ⇒箕輪町で行われる全国大会と同数程度で約 170 人です。 

出席者：信濃毎日新聞、長野日報、みのわ新聞、伊那ケーブルテレビ 

事務局：今井、平松 



企画展「庶民が見た幕末～箕輪郷騒動記～」について 郷土博物館 

  年 1 回の特別展ですが、今年は「庶民が見た幕末～箕輪郷騒動記～」について開催します。

今年は徳川幕府が大政を奉還して 150 年の節目の年です。幕末の箕輪に起こった“水戸浪

士の松島宿止宿”と“太田領離脱騒動”の大きく 2 つに絞り紹介します。10/22、11/11 に

は博物館職員による展示解説を行います。また、10/29 は企画展に合わせて「太田氏ゆか

りの地を歩く」を開催します。町内に残る旗本太田氏ゆかりの場所を 2 時間で回るコース

になっています。 

  

 （10/14）もみじ湖ライトアップ点灯式について 商工観光推進室 

  10/14 から 11/12 までもみじ湖のライトアップが行われ 

  ます。今年のライトアップはＬＥＤライトを 70 個設置し 

て行います。10/14 はオープニングイベントとして、もみ 

じキャンドルづくりともみじの生け花づくりが 15 時から、 

ライトアップ点灯式が 17 時からあります。11/4 にもみじ 

湖 夢ウォーキング、もみじ湖 夢まつり、10/7 はみんなで 

つくる「僕たちの映画館」、11/11、12 にはもみじ×和ＣＡ 

ＭＰＩＮＧが開催されます。これは着物を着てもみじを背景 

に写真撮影を行ったり、アウトドアを楽しんでいただくイベントです。定員は 30 人、参

加費は 3,000 円です。現在、準備中ですが箕輪町観光協会ＨＰからお申込みください。 

 

  記者）みんなでつくる「僕たちの映画館」実行委員会の人員構成は。 

  ⇒町職員と町の有志の方で構成されています。 

 

  記者）10/14 のもみじキャンドルづくり、もみじの生け花づくりは無料ですか。 

  ⇒生け花づくりは無料です。キャンドルづくりは定員 20 人の事前申し込みとなっており

費用は 1 人 1000 円です。 

 

  記者）みんなでつくる「僕たちの映画館」のスクリーンの大きさはどれくらいか。 

  ⇒縦 5ｍ、横 10ｍです。 

 

（10/14）みのわ自然エネルギー体験フェスタについて 住民環境課 

  10/14 町地域交流センター周辺にて 2017 みのわ自然エネルギー体験フェスタが開催さ

れます。3 年目となる今年は親子で楽しめるものを中心に企画しました。メインイベント

としてＫＡＰＬＡアニマシオンを企画しています。時間は午前 11 時から 12 時まで（受

付は午前 10 時 30 分から 11 時）と、午後 1 時 30 分から２時 30 分まで（受付は午後 1

時から 1 時 30 分）で、定員はそれぞれ先着 60 人です。 

  また、箕輪町産業マッチングフェア 2017 も同時開催されます。 



 

 （10/13、10/30）ひきこもり家族教室のご案内 健康推進課 

  ひきこもり状態の方の家族を対象に開催します。同じ悩みを抱えるご家族同士で悩みを共

有し、ひきこもりへの理解を深め、対応の仕方について学んでいただけます。参加料は無

料です。 

 

  

広報トピックス 広報みのわ 9 月号記事紹介 

・特集、次世代選手を育む箕輪町のフェンシングについて 

・長野県きのこ鑑定士 伯耆原 尊さんについて 

 

町長コメント 

「地区懇談会について」 

それぞれの区の要望は概ね承知しているつもりではあるが、改めて地域の課題を提案してい

ただきたい。地域ごとでそれぞれ課題があり、住民の考えを改めて探っていく。また、地方

創生 3 年目になるが、箕輪町における必要な数字について、人口 25,000 人、出生数 200

人等やってきたつもりではいるが、結果が見えてこないと町民の方からお叱りを受けた。懇

談会の中で解消していけたらと思う。地区懇談会は若い人、女性の参加が少ないため、そう

いった方には違った形でフォローしていく。 

 

「地方創生について」 

 地方創生 3 年目となり、残り 2 年になる。数字は維持していて達成はしているが、実感と

して暮らしやすさやにつながっているのかがよくわからない。また町民からの満足度調査を

行い、把握していく。 

 

 「愛媛国体視察について」 

 県で予算化して会場をどうするか、町としてどうするかを考えていかなくてはならない。愛

媛国体を視察するが、かなり小さな市での開催ということで、そこで十分に開催できるのか、

宿泊施設が整っていない国体はどうなのかを視察する。また、国体には西藤選手も出場する

ということで応援も兼ねて勉強してきたい。 

 

次回 10 月 27 日（金）13 時 30 分 203 号会議室  

 

































































もみじのライトアップ 時～  　時17 21
10.14 -11.12

お問い合わせ：箕輪町役場  商工観光推進室・箕輪町観光協会　
MAIL：kankou@town.minowa.lg.jp
TEL：0265-79-3111（内線 157）　FAX：0265-79-0230

箕輪町観光協会HP ▷長野県地域発元気づくり支援金活用事業　　

MOMIJIKO   KOYOMATSURI 2017
伊北 I.C.
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「僕たちの映画館」
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もみじのトンネル周辺
みんなでつくるライトアップ14 土10
オープニングイベント

もみじ×和CAMPING
11土 12- 日11

もみじ湖マップ
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イベント広場

11 4 土
夢ウォーキング
夢まつり



みんなでつくる 
「僕たちの映画館」

オープニング
イベント

夢ウォーキング

10:00-

9:30-
オープン
スタート

16:00-  
18:00- 15:00-18:00

主催：みんなでつくる僕たちの映画館実行委員会
お問い合わせ　090-3584-7800（ヒラサワ）

星が輝く秋空の下、
１万本のもみじに包まれながら
仲間と映画を観ませんか？
１万本のもみじがしげる景勝地
もみじ湖（箕輪ダム）で、
初となる野外映画上映会を開催します。

会場
イベント広場

bokutachicinema2017.jimdo.com

キノコ汁のふるまいや、地元農産物の軽トラ
市、ロールころがしなど楽しいイベントもりだ
くさんの秋祭り。
地元名物「信州伊那谷ガレット」はいかが♡

１万本のもみじの紅葉を楽しみながら
もみじ湖を一周しましょう！

参加費：一般　500円　小学生以下：無料

イベント広場

約１ヶ月間のもみじのトンネルライトアップの
初日は、子どもも大人も参加できるワークショッ
プイベント開催です！ぜひご参加ください。

もみじのトンネル周辺

着物をあたたかく、カジュアルに着こなして、アウトドアを楽しみましょう！
もみじと和装って最高にマッチしませんか？ジビエとうどんのおいしい夕ご飯つき！

お申し込みや詳細は箕輪町観光協会HPから　箕輪町観光協会HP minowa-town.jp/ もみじ湖紅葉祭 ▷

和装アウトドア体験、スラックライン
マウンテンバイク体験、ライトアップ鑑賞
夕食：ジビエキャンプ・手打ちうどん

17:00～

ライトアップ
点灯式

1992 年に完成した箕輪ダムは「もみじ湖」の名称
で親しまれています。 湖畔や周辺の約 1 万本のも
みじが、毎年多くの人々を楽しませてくれます。

１万本のもみじ
ライトアップ開始！

※荒天が予想される場合、会場を箕
輪町町民体育館に変更します。（当日
午前１０時映画祭HPにて告知予定）

もみじのトンネルのライトアップでは、美しい
もみじのトンネルが幻想的に照らし出されます。
10 月 14 日～11 月 12 日の約一ヶ月間、夜空
と紅葉の競演をぜひご覧ください。

実写版『美女と野獣』野外上映会

大人（中学生以上）1,000 円
子供（小学生）500円

大人（中学生以上）800円

当日券

前売り券

※当日券のみ未就学児無料

もみじ×和CAMPING

10 ７土
11 4 土

11土 日-12:0011 12

14 土10

みんなでつくる
ライトアップ

もみじ湖 

夢まつりもみじ湖 

主催：もみじ湖夢祭り実行委員会

箕輪町健康ポイント対象事業　 主催：箕輪町観光協会

もみじのライトアップ
10.14 -11.12

時～  　時17 21

MOMIJIKO   KOYOMATSURI 
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会場

会場

樽尾沢キャンプ場 会場

もみじの葉っぱを入れた
キャンドルをつくろう！

もみじキャンドルづくり
15:00～ 参加費 1,000 円 

※事前申込み　定員 20人

もみじの枝と竹を使って、かん
たんに作れる、もみじの生け花
を作ろう！おうちに飾れます。

もみじの生け花づくり
15:00～ 無料

もみじちゃんとの
記念撮影あり！

定員

参加費

定員 30名（要予約）

参加費 3,00０円 （夕食費込み・飲みもの別）

湖畔の紅葉した木々や、ライトアップ、真っ赤な楓の
葉っぱなど、もみじ湖のもみじにまつわる素敵な写真を
とって SNSにアップしましょう！ 
素敵な一枚をお待ちしています♥

主催：箕輪町観光協会

＃もみじ湖  ＃紅葉祭   ＃箕輪ダム

もみじ　×　フォトジェニックな写真

2017.9.22
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