
10 月記者懇談会 

 

令和元年 10 月 25 日（金） 

 午後１時 30 分 203 会議室 

 

 

 

 

町長月間予定 総務課 

   

町の主なトピックス（担当課ＰＲ分） 

 

（10/26～）町郷土博物館特別展「知ろう！箕輪町の文化財」 （町郷土博物館） 

例年行っている秋の特別展ですが、今年は「知ろう！箕輪町の文化財」というテーマで

10 月 26 日（土）から 11 月 17 日（日）まで開催します。展示内容は、各地区の文化財や

町あるいは県の文化財に新たに指定されて文化財などの展示を行います。入館料は無料で

すので多くの方にご来館いただければと思っております。 

  

 「箕輪町の文化財」刊行について 

 町の文化財を紹介した「箕輪町の文化財」という冊子を刊行いたしました。町の中にあ

る 80 近い文化財の紹介を行っています。Ａ４版・オールカラー・８０ページの冊子を 500

部作成し１冊 500 円で町郷土博物館で販売します。 

 

（11/２～４）みのわ町民文化祭 （町公民館） 

2019 みのわ町民文化祭を、町文化センターと地域交流センターみのわで３日間開催しま

す。11 月２日の開催式を皮切りに、町内音楽サークルなどによるステージ発表の音楽の広

場（11/2）や踊りなどのサークルのステージ発表が行われる芸能の広場（11/3）などが行

われます。また、公民館講座や町内の学校、保育園の作品を展示する展示の広場は３日間

行われます。他にも、フリーマーケットや包丁研ぎ、小学校・中学校の販売等のマナビィ

ランド（11/3）や野点のコーナーなども開催されます。 

 

（12/７）荒井広宙選手による陸上・体力づくり教室 （文化スポーツ課 スポーツ振興係） 

昨年に引き続き、オリンピックメダリストの荒井広宙さんによる陸上・体力作り教室を

ながたドームで開催します。昨年の反省といたしまして、小学校のあまり小さい方ですと

身体の使い方が難しいという事もあり、今年は小学校４年生以上で参加費無料、先着 100

名という形で実施します。 

出席者：信濃毎日新聞、みのわ新聞 

事務局：社本、那須 



記者）対象は小学生４年生以上となっているが、町外の方は参加可能か。 

  ⇒町外の方も参加可能です。 

 

（11/24）“人権の花” トーク＆コンサート （文化スポーツ課 生涯学習係） 

「人権の花」トーク＆コンサートを町文化センターで開催します。イベントでは、人権

の花に関するセレモニーや矢崎節夫さんの講演会とちひろコンサートが行われます。現在

入場券を町文化センターで配布していますので、お求めください。 

また、今年は、地域人権啓発活動の伊那支局管内の担当と言う事で「人権の花」に取り

組み、種やプランター等を各学校に配り花を育てたり、施設の方へ配ったりと交流を深め

る活動も行いました。 

 

町長コメント 

台風 19 号について 

台風が通過して 10 日ばかりが経過しました。全国や長野県の被害が大きい状況でそれら

と比べると、箕輪町の被害は少なかったですが、突風の影響がかなりあり、特に箕輪営農

が使っている育苗施設がほとんどダメになってしまったため、今後どうしていくかという

ことが大きな課題となっています。また、町の施設である旧おごち保育園の屋根が飛んで

しまい、解体するか復旧するかなど、今後の検討が必要になっています。それと、リンゴ

の落下に係る被害額が、他の町村に比べても非常に多い状況にあります。具体的な被害額

はもう少ししないと判明しませんが、町としての支援も含めてこれから考えていきたいと

思っております。倒木の被害も多く発生しましたので、道路等を筆頭に林道等について、

これから対応していかなければならないと思っております。 

 

地区懇談会終了について 

今年の地区懇談会が終わりました。２年ぶりの開催ということで、15 区で 450 人余りの

皆さんに参加いただき、大変多くの提案をいただきました。今年は災害が多く、台風直後

ということもあり防災に係る話が多く、防災に係る意識啓発をこれから相当やらなければ

いけないということやハザードマップどおりに災害が起きているということを皆さんが初

めて知る機会となり、ハザードマップの学習会を行わなければならないと感じました。学

習会は、区単位がよいのか、それよりも細かい単位がよいのか分かりませんが、出来るだ

け早くにそういった学習会が出来るような内容を作り、説明したいと思っております。浸

水想定区域がどの辺にあるのかとか、自宅がある場所がどのレベルの土砂災害になるのか

ということを中々皆さんご理解いただけていないような感じがしますので、そのあたりを

大事なポイントとしてハザードマップの学習会というものを町主催でも、区主催でもよい

ので、始めていきたいと思っております。 

 

 



もみじ湖の紅葉について 

赤そばシーズンが終わり、もみじ湖の紅葉の季節に入りますが、色付きが例年に比べる

と随分遅いなと感じています。気温があまり下がっていないのだと思いますが、出来るだ

けお祭りに合わせて紅葉して欲しいと思っていますが、天候次第なのでなんとももどかし

いところです。もみじ湖にお越しいただける方が相当多くなっていると思いますので、是

非、ＰＲして頂ければありがたいです。 

 

記者）旧おごち保育園は、今現在何かに活用されているのか。 

⇒町の倉庫として活用しています。一部団体も利用していますが、基本的には、倉庫 

として利用しています。 

 



 

 

定例記者懇談会次第 

 

令和元年 10月 25日（金） 午後１時 30分 

箕輪町役場  203 会議室 

 

１ 開会 

 

２ 町長月間予定 

 

 

３ 町の主なトピックス 

・（10/26～）町郷土博物館特別展「知ろう！箕輪町の文化財」（町郷土博物館） 

 

 

 

・（11/２～４）みのわ町民文化祭（町公民会） 

 

 

 

・（12/７）荒井広宙選手による陸上・体力づくり教室 

（文化スポーツ課 スポーツ振興係） 

 

 

 

・（11/24）“人権の花”トーク＆コンサート（文化スポーツ課 生涯学習係） 

 

 

 

４ 町長コメント 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 質疑 

 

次回開催日程  11月 25日（月）午前 11時 00分 203会議室 







日付 曜日 時間 内容 場所 担当課 問い合せ先

1日 金 10：30～12：00 〈新規〉女性の起業セミナー①　「働き方について押さえておこう」 産業支援センター 企画振興課 内233

10：00～ もみじ湖夢ウォーキング／みのわもみじ湖フェスティバル もみじ湖末広広場/イベント広場 商工観光推進室 内157

10：00～18：00 リサイクル本プレゼント（11/2～11/10） 図書館 図書館 79-6950

13：00～ ドリーム号地区巡回 町内６ヶ所 図書館 79-6950

町民文化祭（11/2～11/4） 文化センター・地域交流センター 箕輪町公民館 79-2178

ハロウィン（沢区民） 沢公民館 沢公民館 090-2549-1156

9：30～ 功労者表彰 箕輪町役場 総務課 内109

10：00～11：00 特別展関連イベント　「展示解説」 郷土博物館 博物館 79-4860

4日 月

5日 火 14：00～15：30 ペアレントトレーニング③ 保健センター 子ども未来課 79-0007

6日 水

7日 木

10：10～11：30 ふれ愛あそび なごみ～な 子育て支援センター 71-1560

13：30～ 連絡事務嘱託員長会 ２階大会議室 総務課 内106

15：00～ 区長会 大会議室 区長会 内105・106

8：30～11：40（受付） さわやかウォーキング　（ＪＲ東海主催） 伊那松島駅～辰野駅 商工観光推進室 内157.・158

10：00～12：00 第５回　みそ部（大豆の収穫） 上古田圃場 産業振興課 内165

8：30～ 火災予防パレード 町内 消防団 内102

9：00～17：00 ﾌｪﾝｼﾝｸﾞ長野県高校新人戦・長野県少年大会（小学生の部） 町民体育館 文化スポーツ課 70-6601

10：00～12：00 特別展関連イベント　「身近な文化財めぐり」 松島区内 博物館 79-4860

11：30～14：30 楽園信州移住相談会 東京交通会館 Ｕ・Ｉターン推進係 内232

11日 月

12日 火

13日 水

14日 木

15日 金

16日 土 9：00～12：00 りんごオーナー収穫祭 選果場～町内各園 産業振興課 内165

17日 日

18日 月 13：30～15：00 イクボス・温かボス宣言 産業支援センター 企画振興課 内233

19日 火

20日 水

10：30～12：00 女性の起業セミナー②　「就職しない働き方の妄想」 文化センター研修室３ 企画振興課 内233

10：30～11：00 おはなしくまさん 図書館（世代間交流室なごみ～な） 図書館 79-6950

13:00～ 年末調整説明会 ３階　講堂 伊那税務署 内線144・145

22日 金

23日 土 楽園信州移住相談会 ウインクあいち Ｕ・Ｉターン推進係 内232

24日 日 13：00～～ 人権の花運動及び人権講演会 文化センター　ホール 住民環境課・文化スポーツ課 70-6602

25日 月 10：00～12：00 ママのための再就職応援セミナー⑤　「働くママの交流会」 文化センター　研修室5.6 企画振興課 内233

26日 火 14：00～15：30 ペアレントトレーニング④ 保健センター 子ども未来課 79-0007

27日 水 ＰＭ
みのわ健康アカデミー集団健康講座（ひまわりクリニック　三浦医
師）

地域交流センター 健康推進課 内130

28日 木 14：00～ ふれ愛あそび いろはぽけっと 子育て支援センター 71-1560

29日 金

30日 土

日

8日 金

21日 木

10日

令和元年11月行事予定表 2019/10/24

9日 土

3日 日

2日 土







 

 報道機関各位  

 

 標記の件について、下記のとおりお知らせします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

添付資料 有  無 

 冊子の名称   『箕輪町の文化財』 

 作成の主旨   箕輪町内にある各種文化財等を紹介する『箕輪町の史跡と文化財』は、

平成８年度以降改訂をしてこなかったため、これまでよりもわかりやす

い内容に改め、新たに「箕輪町の文化財」として刊行しました。 

 冊子の仕様   Ａ４版 80頁オールカラー 

 刊 行 部 数   500 部 

 冊子の扱い   ・文化財所有者・管理者等の関係者へは無料で配布します。 

・一般の方へは箕輪町郷土博物館にて１冊 500円で販売します。 

 そ の 他   本冊子の印刷製本費は、故河手禎氏からの寄付金を活用しています。 

 

箕輪町役場 郷土博物館 プレスリリース 

令和元年 10月 25日 発信 

教育委員会 箕輪町郷土博物館 

(館長) 山口 弘司 (担当) 柴 秀毅 

電 話：0265-79-4860 

ＦＡＸ：0265-79-4860 
Ｅ‐mail：hakubutsukan@town.minowa.lg.jp 

『箕輪町の文化財』の刊行について 

                        

箕輪町 







ーーーーーーーーー  き り と り  ーーーーーーーーー 
荒井広宙  陸上・体力づくり教室 参加申込書 

令和元年12月7日(土) 日時 

会場 箕輪町 ながたドーム 
参加費 
定員 

参加費無料 
定員：先着100名  

主催 箕輪町教育委員会  内容 

正しい歩き方・走り方の実技講習、 
効果的なトレーニング法についての講義 
オリンピックのメダルに触れるチャンス!! 
※終了後、サイン会を行います 

氏 名 年齢・学年 

住 所 電 話 番 号 

◆荒井選手に聞いてみたいこと◆ 

受付開始 12:30 
教 室  13:00～16:00 

共催 後援 木下地区館  箕輪町スポーツ推進委員会、みのわ新聞社、
長野日報社、箕輪町公民館 

ふりがな 



 教室について 
１ 目 的 

 様々なスポーツに活かせる基本的な身体の動かし 

方やトレーニング方法を学ぶことで、身体を動かす 

楽しさを感じてもらったり、教室で得た知識を今後 

のスポーツ活動の参考にしてもらう。 

２ 対象者 

 小学４年生以上（親子での参加も大歓迎） 

 ※定員先着100名（見学は自由です） 

３ 当日のスケジュール（予定） 

 12：30 受付開始 

 13：00 教室スタート 

 15：00 教室終了、サイン会・写真撮影会 

 16：00 解散 

４ 持ち物 

 屋内用シューズ、タオル 

５ 申込み 

 チラシ表面の申込書に必要事項を記入し、箕輪町教育委員会 文化スポーツ課スポーツ振興係 

 （町文化センター窓口）へ提出してください。 

 申込み期限は、令和元年１２月２日（月）ですが、定員になり次第締め切ります。 

６ その他 

 終了後、サイン会・写真撮影会を行います。希望される方は、色紙・カメラ等を各自で準備してください。 

TEL：７０－６６０１ 

お申込み・お問い合せ 

 箕輪町教育委員会 
 文化スポーツ課 スポーツ振興係 

 （箕輪町文化センター内）  

 荒井 広宙 氏 プロフィール 
 長野県上高井郡小布施町出身。 

 中野実業高校２年のときに競歩を始め、福井工業大学卒業後、石川県内のホテルに所属して競技を続ける。 

 2013年より自衛隊体育学校に所属。2016年全日本選手権でオリンピック派遣設定記録を上回り、リオデ 

 ジャネイロオリンピック50km競歩の日本代表に選出された。長野県出身者として、初の夏季オリンピック 

 個人種目の男子選手のメダリストである。2019年4月には更なる高みを目指し環境変化を求め、富士通へ 

 入社される。 

  ◆主な戦績◆ 

   ・リオデジャネイロオリンピック陸上競技男子50km競歩 銅メダル 

   ・世界陸上ロンドン大会男子50km競歩 銀メダル 

   ・第28回IAAF世界競歩チーム選手権2018 個人・団体 金メダル  など 

駐車場案内  






