








Nam e
西藤 さん

Prof i le
年齢：23歳　
出身：長野県上伊那郡箕輪町
職業：歯科衛生士

A やりがいのある職業だと知って興味をもっ
たことがきっかけです。

A マスクの下は笑顔で！患者さんとのコミュニ
ケーションを大切にしています。

A ものごころがついた時には体育館にいて剣
を持っていました。

Q なぜ歯科衛生士に？

Q 仕事で大切にしていることは？

Q フェンシングはいつから？

Q and A

休日は友達と温泉に行ってのんびりしたり、大好きなONE  OK  ROCKのLIVEに行ったりして楽しく過ごすのが好きです！

holiday

07 08
minowa woman minowa woman

瀧澤 さん
手を伸ばしやすいパンを作っていきたい

西藤 さん
フェンシング人口を増やし、もっとメジャーにしたい

続けてきたから

「結果には残らないけどやってきて良かった」思える
フェンシングは父が選手だった影響で始めました。赤ちゃんから剣を持っていたと思います。何を

頑張ってきた？と聞かれたら「フェンシングしかない」と思って続けていました。インター

ハイ、全日本選手権に出場しましたが入賞することはできなかったです。でも、やって

きて良かったと思っています。今は歯科衛生士として働きながら大会運営の手伝い

をしています。子ども達にフェンシングの面白さを伝えていきたいです。

A パンの成形、サンドイッチ、焼き菓子作りと接
客です。

A 笑顔でいることです。お客さんにどこまで寄
り添えるかを考えています。

A フリーペーパーを集めてどんな仕事があるの
か調べました。とにかく情報収集！

Q 今の仕事内容は？

Q 仕事で大切にしていることは？

Q 進路を決めるために高校生の時に何を
しましたか？

Q and A

母と祖母と色んな温泉に行き、心も身体も癒されています。また松本山雅を応援しているので、時間の合う時はアルウィンやアウェイに行き、サッカー観戦をして楽しんでいます。

holiday

Nam e
瀧澤 さん

Prof i le
年齢：25歳　
出身：長野県上伊那郡箕輪町
職業：箕輪町のパン工房で、
接客やパンの成形などの仕
事をしています。

仕事を辞めて専門学校に入学

やりたかったパンの道に進みました
料理に関係する仕事につきたいと思い、料理の基になるだろうと栄養士を目指して短大へ進

学しました。卒業後、栄養士として就職し、やりがいもありましたが、お菓子や調理の道に進

みたいと決心。仕事を辞めて専門学校で勉強をしました。パンを

１０個作ったら私には１０個だけど、お客さんにとっては１つが全

て。ひとつずつ丁寧に作りたいと思います。一人前のパン職人に

なるにはまだまだ。「石の上にも三年」の気持ちで頑張ります！

My  h isto ry
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長野県箕輪町
で生まれる。 東海大学付属第三高等学

校に入学、インターアクト部
に所属し、国際交流や奉仕
活動に打ち込む。

箕輪町の特別養護
老人施設の厨房栄
養士として就職。 パン工房へ就職。

昔から好きだった料理やお菓子
の勉強に憧れ、松本調理師製菓
師専門学校に通い、調理製菓パン
の楽しさを知る。

専門学校の卒業
制作で賞をいた
だきました！

My  h isto ry
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高校卒業後、歯科衛生士に
憧れがあったので長野県公
衆衛生専門学校に進学。

国家試験に合格し、地元
の歯科医院に歯科衛生
士として就職。

歯科衛生士としての仕事、
フェンシングの大会運営
を両立しながらやりがいを
感じ、充実しています！

在学中実習を通して
歯科衛生士の魅力や
大変さを知りました。

長野県箕輪町で
生まれる。

父が教える「NAGANOj r.
フェンシングクラブ」を始め
る。小2の時に全国大会で準
優勝する。

辰野高校商業科に入学、フェンシ
ングのインターハイに出場。北信越
大会で準優勝し、全日本フェンシ
ング選手権大会出場。

OPEN! 活躍するミノワ女性たち。OPEN! 活躍するミノワ女性たち。

13 14



15 16

09 10
minowa woman minowa woman

渡辺 さん
１０年後も保育士として働き続けたい

原 さん
ここで「踏ん張ったら」次も頑張れる

Nam e

渡辺 さん
Prof i le
年齢：26歳　
出身：長野県上伊那郡箕輪町
職業：箕輪町の保育士として
働いています。

Nam e

原 さん
Prof i le
年齢：25歳　
出身：長野県上伊那郡箕輪町
職業：観光バスガイドをして
います。

おいしい物を食べに行ったり、景色がきれ
いな所や観光地へ行っています。また浜崎
あゆみさんのライブやショッピングにでか
けるなど、休日を楽しんでいます。

holiday

A やっぱり箕輪町の人のあたたかさと自然の豊か
さです。

A 保育園の先生にたくさん遊んでもらった記憶が
あったからでしょうか。

A 働きだすと時間がないので、いろんなところを
旅行すれば良かったです。

Q 地元に帰ってきたいと思ったのは
何故ですか？

Q なぜ保育士に？

Q 学生時代やっておけばよかったことは？

Q and A

A 母がバスガイドをしていたので子どもの頃か
ら話しを聞いたから。

A めったに行けない景色を見て、温泉にも入れ
ます。　

A 結婚して、子育てがおちついたらバスガイド
に帰ってきたいですね。

Q なぜバスガイドに？

Q バスガイドの役得だと思うことは？

Q １０年後はどうなっていると思いますか？

Q and A

休日には友人と遊びに出掛けています。仕
事柄遠出ばかりなので、休日はほとんどが
地元です。買い物をしたりお気に入りの喫
茶店でお茶をしたり、わりとゆっくり過ごし
ています。

holiday
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箕輪中学校生徒会に所
属。文化祭に熱を注ぐ！
部活はバレーボール部で
仲間と毎日一緒に練習！

赤穂高校バドミントン部で
今でも付き合いのある仲間た
ちと出会う。
保育の道に進もうと考える。

東京の短期大学に進学し、ア
ルバイトをしながら保育の勉
強、実習を行う。

モンテッソーリ教育を取
り入れている保育園に就
職。保育の楽しさ、厳し
さ、嬉しさを知りました。

箕輪町の保育士として就職。周
りの方に教えていただきながら
楽しく働いています。
同期とは仲が良く、定期的に遊
んでいます！

長野県辰野町
で生まれる。

中部小学校で
親友たちに出会う。

My  h isto ry

My  h isto ry

高校卒業。バスガイドをしていた
母の影響で、ひそかに憧れていた
伊那バスへ入社！

研修中、先生や先輩方に色々教
えていただき勉強の辛さ厳し
さ、達成感を学びました。

5年勤続の表彰。
とても嬉しかったです！

バスガイドの仕事もようやくわ
かってきました。大変さの中にたく
さんのやりがいと楽しさを見つけ
て働いています！

長野県箕輪町
で生まれる。

辰野高校に入学。
商業科はむずかしく、デスク
ワークには向いていないと感
じていました。

0 252220

15 18

高校生の時に保育士になりたいと思いました

進路を決めるときに「先生っていいな」と思い、優しかった保育園の先生への憧れから保育士

を選びました。保育士を目指すなら「絵本を調べてみるのも面白いよ」と言われて高校生のあ

いだに何冊も絵本を読んで内容をまとめていました。これは今でも財産

です。今、毎日毎日子どもたち成長が目に見えてわかるので、その笑顔

に自分も刺激を受けています。前向きにチャレンジ！していこうと

思っています。

続けられるのはお客さんの「楽しかったよ」の一言です

バスガイドになって８年目ですが、今も明けても暮れても勉強です。入社当時は「こんなはず

じゃなかった！」と思いました。５年目ぐらいから仕事に余裕が出てきました。母がバスガイド

をしていたので、辛さを理解し、励ましてくれるのは大きい支えです。お客さん

に旬な会話で楽しんでもらえるようにネタ帳を作っています。事前の勉強は

大変ですが苦労した仕事ほど帰ってきたあと達成感があります。

OPEN! 活躍するミノワ女性たち。OPEN! 活躍するミノワ女性たち。
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My  h isto ry

My  h isto ry

OPEN! 活躍するミノワ女性たち。OPEN! 活躍するミノワ女性たち。
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minowa woman minowa woman

橋本 さん
患者さんが美味しいと思ってくれる料理を作るのが目標

原 さん
お客さんを見送る時に充実感を覚えます

Nam e
橋本 さん

Prof i le
年齢：29歳　
出身：長野県上伊那郡箕輪町
職業：箕輪にある病院の厨房
で、患者さんの食事を提供す
る仕事をしています。 Nam e

原 さん
Prof i le
年齢：26歳　
出身：長野県上伊那郡箕輪町
職業：ジュニアスタイリスト
として働いています。

髪を切れなかったのが切れるようになるとか、教えてもらったことをお客さんにできるようになる

と嬉しいです。ステップアップしていく充実感があります。美容院では居心地良く過ごしてもらい

たいので、お話好きな方とはおしゃべりを楽しみ、そうでない方には静かめにし

ようと、お客さんの雰囲気を感じとれるように心掛けています。地元のお店で

働いているとお客さんと箕輪の話題で盛り上がれるのも嬉しいですね。

お客さんに「あなたじゃなきゃダメよ」と

言われて感動しました　

高校の進路相談の時に、職
業について考え始める。オリ
エンテーションや資料を読
んで悩みました。

美容学校のオープンキャンパス
へ行き、楽しさを知り興味をもち
入学！それから毎日勉強の日々。

卒業後、今の会社に就職。
スタイリストまでもうすぐなので、
毎日楽しく仕事をしています！

長野県箕輪町で
生まれる。

18
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A 専門学校のオープンキャンパスに行き、美容
の仕事に興味を持ちました。

A 仕事のやりがいはもちろんですが、親の髪を
切れた時は嬉しかったです。

A 友達が近くにいるから何かあった時に安心
できるところ。住みやすいところ。

Q 美容師を目指したきっかけは？

Q 美容師になって良かったと思えたこ
とは？

Q 箕輪町の好きなところは？

Q and A

職場へ練習へ行ったり、買い物に行き
ます。リラックスしに岩盤浴やヘッドス
パをしてもらいに行くことが多いです。

holiday

塩分控えめの

“おいしい郷土食”を食べてもらいたい　
患者さんは塩分をはじめ、材料や調理方法に制限のある人がいます。管理栄養士として、患者さん

の顏を見て栄養指導をしたいと思っていますが、今は厨房での仕事がほとんどです。でも、厨房の

仕事をしていると実際にどう調理すれば良いかがわかるようになり、この経験

が１０年後に活かされると思います。地元の食材を使い、塩分を控えたけど

「おいしい」郷土料理を作り、患者さんに食べてもらいたいです。

1715
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上伊那農業高校入学。
生物工学科食品コース
で食品について学ぶ。

先生の進めにより、
管理栄養士という
職業を知る。

高校卒業後、管理栄
養士を目指し名古屋
経済大学に進学。

在学中、部活やサークル
に所属。資格取得を目指
し、仲間と勉強に励む。

資格取得。地元の病院
の厨房で栄養士として
就職。

長野県箕輪町で
生まれる。

A 病院食の献立作成、食材発注、仕込み・調理・
盛り付けなど厨房業務全般です。

A 患者さんに「美味しいよ。味付けはどうやって
いるの？」と声をかけられたとき。

A 資格を持っていると仕事の選択肢が広がり
ますよ♪

Q どんな仕事をしていますか？

Q 働いていて嬉しいことは？

Q 高校生にアドバイスは？

Q and A

平日の休みは1人でお気に入りの雑貨屋さんや本屋さんで好きな物を見つけるのが好きです。友達と予定があえばランチやお喋りをして日々の疲れを癒しています。

holiday



Nam e

MISAO さん
Prof i le
年齢：41歳　
出身：神奈川県
職業：フリーランスのヴァ
イオリニストをしています。

Nam e

荻原 さん
Prof i le
年齢：46歳　
出身：長野県上伊那郡箕輪町
職業：司法書士。箕輪町で相
続・遺言・不動産登記等に関わ
る仕事をしています。

13 14
minowa woman minowa woman

荻原 さん
生まれ育った地域に感謝しています

MISAO さん
自分を支えてきたのは　『好き』っていう気持ち

アウトドア用品を車に積み込み，キャンプ
やＢＢＱに出かけます。自然の中でリフ
レッシュして，家族で過ごす時間を大切に
しています。

holiday

A どうしようもない落ちこぼれでした。

A 専門の知識で誰かのお役に立ち、「ありがとう」
と言われる瞬間が嬉しいです。

A 生まれ育った箕輪町で、高齢者が安心して暮ら
せるようサポートしたいですね。

Q どんな学生時代でしたか？

Q 仕事のやりがいはどこにありますか？

Q 将来やりたいことは？

Q and A

将来のあなたは今のあなたの積み重ね

ひとつひとつを大切にすると次につながる
１７，１８歳で自分の将来について自信をもって語れる人は少ないと思います。自分はこのままで

いいのか？これからどのような人生を送っていくのか？「迷うこと」それが若さでしょう。焦らずに

目の前の時間をひとつひとつ丁寧に重ねていくことが、結果としてあなたの将

来を作ります。ここ箕輪町で時間を重ねていると、いくつかの点が線につなが

る「縁」を感じます。故郷に感謝して、いただいた縁を大切にしたいと思います。

My  h isto ry

My  h isto ry

3 4122

15 39

一緒に過ごせる時間は短いけど

他の家ではできない子育てをしています　

夢は叶うと信じています。自分のやりたいことを本気で思うことと地道な努力です。自分の軸が

しっかりしてれば周りもサポートしてくれます。箕輪町に移住して星がキレイで感動しています。仕

事でいろんな土地を訪れますが箕輪町に帰ってくると身体も心もリラックスし

て充電できます。移住前後でヴァイオリンの音色が変わったと言われま

す。どこで暮らすのか、とても大事だと感じています。

北鎌倉女子高等学校
音楽科に入学。

国立音楽大学卒業。
卒業と同時にプロの音楽
家として仕事をはじめる。

箕輪町でヴァイオリンを教えな
がら日本国内、海外で演奏活動
を行っています！

お仕事で初めて伊那谷を訪
れる。伊那の大自然に魅せら
れ移住する。

ヴァイオリンを始める。

地元企業に就職。

司法書士試験に合格
結婚して地元を離れ
家族が増えた。

地元に帰郷を考え
試験勉強を始めた。

箕輪町に司法書士事務所を開
業。相続や資産承継を中心と
した業務を得意としています。

長野県箕輪町
で生まれる。

箕輪町立箕輪中学校入学。

0 29 40

12 4122 35

A ３歳半ごろです。途中でレッスンが嫌でやめ
たこともあります。

A 仕事で訪れて伊那谷が好きになりました。住
みやすさで箕輪町を選びました。　

A たくさん遊んだらいい。大きなことって考えず
に日常の中で好きなことを見つける。

Q いつからヴァイオリンを始めましたか？

Q 箕輪町に移住したきっかけは？

Q 好きなことが見つからない高校生へ

Q and A

休日はのんびり猫達と遊んで過ごすのが気
分転換になって楽しいです。

holiday

OPEN! 活躍するミノワ女性たち。OPEN! 活躍するミノワ女性たち。
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My  h isto ry

15
minowa woman

今村 さん
楽しいです。本当に好きなことをやっているんで！

Nam e
今村 さん

Prof i le
年齢：22歳　
出身：長野県飯田市
職業：箕輪町にある牧場で
牛の世話をしています。和牛
子牛の育成が担当です。

A 高校で市場見学した時、農家さんの “キラキ
ラ”した自信に満ちた顏に感動して。

A 和牛（肉牛）の親牛、子牛、乳牛の世話をして
います。１００頭ぐらいです。

A 人の縁。中学、高校の先生にいろんな情報を
つなげてもらいました。

Q どうして、畜産の仕事を？

Q どんな仕事をしていますか？

Q 感謝していることは？

Q and A

バイクでのツーリングを楽しんでいます。昨年、念願だった普通二輪の取得と愛車を購入。思いっきり風を切って走るのが、たまらなく好きです。

holiday

畜産に携わって３年。本当に好きなことをやっているので楽しいです。好きなことがあった

ら周りに話すことが大事だと思います。私は中学までは介護福祉士になろうと思っていまし

たが「好きな牛の仕事をしたい！」と軌道修正。農業高校で実習にきたのがこの牧場です。

自分の好きなことを中学、高校で先生に話し、相談していたことがつながってきたと思いま

す。「私は希望あふれる自由な女」と思うようにして自分の道を生きています！

自分をさらけ出す

自分のことを言わないと人にわかってもらえない　

下伊那農業高校入
学。剣道班に所属後、
書道班に入る。

学校で育てた牛を市場
へ出荷。この経験がきっ
かけで牛飼いを志す。

長野県農業大学畜産実
科へ入学。家畜人工授
精士の資格を取る。

今の牧場の社長に声をかけられ
農協から転職。念願だった牛飼い
として日々牛たちに向き合ってい
ます。

佐久浅間農協に就職。
子牛哺育センターに勤務。

長野県飯田市で
生まれる。

2115
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活躍する女性からのエール！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！

　「将来就きたい仕事がみつからない」

「社会に出てやっていかれるかな」そ

んな悩みや不安を抱えていませんか？

　キラキラ輝いて見えるあの人も、み

んな同じ悩みを乗りこえて『今』があ

ります。先輩からの応援メッセージか

ら、理想の自分に一歩近づくパワーを

もらいましょう。楽しい未来が待ってい

ます !!

頑張るミノワ女子

を応援します！

活躍する箕輪の女性 15 人から、
これから羽ばたく若者へのメッセージ！！

OPEN! 活躍するミノワ女性たち。
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