


12:30 開場 展示発表　（自由閲覧）

12:50 オープニングセレモニー

　　「深山古民家コンサートを支援する会]の皆さんによる歌唱　

12:55 開会、あいさつ　（丸子地域協議会会長／交流会実行委員会座長）

13:00

【実施報告団体（H30補助金受給団体）】(発表順）

＜実施継続団体＞

14:00

14:10

15:10

15:20

15:30

16:10

16:25 まとめ・総括　（交流会実行委員会座長）

16:30 閉会

9)上田市防災士等連絡協議会 12)上田グローカルネットワーク

10)霊泉寺温泉自然JUKUプロジェクト
　アウトドア部

18)中丸子自治会下組分会 24)鹿教湯元気プロジェクト実行委員会

13)中丸子歴史研究会

14）雅楽の演奏復活の会

15）チームあったかい輪

19)信州じゃ～麺研究委員会

20)まるこベルシティまつり実行委員会

21)信州国際音楽村公園バラの会

                                          休憩　（10分間）

16）飯沼自治会 22)下和子素浪人の会

17）石井夏祭り実行委員会 23)尾野山史跡めぐり協議会

 令和元年度市民活動団体交流会　次第
(兼平成30年度わがまち魅力アップ応援事業実績報告会）

＜わがまち魅力アップ応援事業実績報告　作品展示とプレゼンテーション＞
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　場 所：ふれあいステーション3階会議室

平成30年度わがまち魅力アップ応援事業報告会（全24団体／1団体5分以内のポイント発表）

8)鹿教湯温泉100年ブランド創造プロジェクト
「信州うえだ健幸都市推進事業実行員会」

11)「西内時報」の会

＜平成30年度新規団体＞

1)雷電為右衛門実行委員会

2)ゆうあいまるこ

3)信州だから元気

4)グリーンヒル環境整備の会

5)辰の口竹林活性化プロジェクト

6)塩川地区地域づくりの会

7)「深山古民家コンサート」を支援する
会

テーブルごとの討議 (交流)

・運営する上での問題点と解決した事例
・継続するにあたり課題点
・補助金が無くなった後の運営の仕方について（財源の確保や財源無しでの運営の仕方）

テーブル発表　（テーブルリーダー）

質疑・応答

                                          休憩　（10分間）



★事業の目的や主な活動内容

★今年度実施した内容や活動にあたり工夫、苦労したことなど

雷電為右衛門実行委員会

【雷電為右衛門学び舎の郷（長瀬村）】

雷電は伝説と実像から怪力ばかり強調されるが、直筆文、記録書類が残されている
ことから極めて高い学識を身に付けた文武両道に秀でた大力士であった。長瀬村の
石尊之辻やお寺等で１４～１７才まで過ごした間に鍛練と学問を通してその基礎を
培っていった。学び舎の郷としての歴史をまとめる。

今年度は、雷電学び舎の郷パンフレット作成の下調査と雷電等身大木彫り像の発
注・制作を実施し、完成した雷電木彫りを長瀬の長昌寺に設置した。
作業にあたってメンバー内で担当を決め、各自の活動状況と進捗状況を作業実施状
況表、推進状況確認票に反映してメンバー内で共有し活動成果を確認した。
この事業によって地域の中で歴史を共有し地域の愛着をさらに深めた。
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★事業の目的や主な活動内容

★今年度実施した内容や活動にあたり工夫、苦労したことなど

ゆうあいまるこ

【外国籍住民と共に防災、減災を考える】　

丸子地域の在住在勤外国人を中心に、日本語が堪能なバイリンガル外国人住民を
通して外国人住民に防災の知識・共助への理解を促し、外国人住民を地域防災の国
籍に関係なく「やさしい日本語」でコミュニケーションがとれるよう「やさしい日本語」の
理解と普及をしていく。

「防災・減災」を考える取組として
　①指差しハンドブックの作成準備
　②避難所体験・非常食体験
　③防災関係講座・やさしい日本語講座
を実施し、事業を進めるにあたり地域の方や外国人サポーターから助言を受けなが
ら行った。
工夫した点として、自国で防災について学んだ経験のない外国人住民に、子どもから
親へ伝える「ぼくも、わたしも、わがやの防災士」をテーマに作文を書いてもらい、災
害時の対応など考えた。
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★事業の目的や主な活動内容

★今年度実施した内容や活動にあたり工夫、苦労したことなど

信州だから元気

【手のひらを太陽にスカしてみよう】

フレイルに移行する１０年間を予防期間として有効に使うため、認知症、高齢者の今
を知り、市民・医療・福祉関連の方を巻き込み、介護の軽度化を目指す。

※フレイル：健康な状態と日常生活でサポートが必要な介護状態の中間を意味する

７月に「認知症を知ろう」と題し、認知症のVR体験学習を市民向けに開催した。この
VR体験を通じて、認知症を理解し、その対応方法を理解できたとのご意見をいただ
いた。
また、１１月には田辺鶴瑛、銀冶両講談師を招いて「介護講談」を開催。鶴瑛師匠ご
自身の３度の介護体験を「講談」という形でお聴きし、大勢の参加者は大笑いしたり、
時には涙ぐんだりしながら、介護について考えることができた。
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★事業の目的や主な活動内容

★今年度実施した内容や活動にあたり工夫、苦労したことなど

グリーンヒル環境整備の会

【花いっぱい遊歩道整備事業】　

上田市道腰越北佐久線に面した場所を中心に豊かな自然環境をより魅力的なものと
するため、遊歩道を整備し、花木を植樹することで、地域コミュニティの繫がりを築き、
自然を楽しむ場所とすることで地域への愛着や一体感を醸成していきたい。

今年度は立木の伐採約８００本がほぼ終了し、遊歩道の造成ができた。
４月以降、第２期工事として、遊歩道の完成と整備、花木の植樹を行い、本事業を完
成し、遊歩道、花木の管理をしていきたい。
降雪のなか、立木の本数が多く、枝処理も予想以上に時間がかかり大変だったが業
者や住民の協力により何とか１２月中に伐採完了する事ができた。
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★事業の目的や主な活動内容

★今年度実施した内容や活動にあたり工夫、苦労したことなど

辰の口竹林活性化プロジェクト

【荒廃竹林の活性化事業】

放置荒廃した竹林が多く自然環境が破壊されている現状を改善し、竹林及び間伐し
た竹の有効活用する。活用にあたっては公民館、ＰＴＡ、子ども達と共に体験学習を
行う事により地域連携と青少年育成を図る。

竹林の間伐と筍採取を行い、メンマの研究、また竹馬作り・竹コップ・ミニ門松・竹篭
等の竹細工作りと竹炭作りを行った。竹細工の講習会開催により竹の特性等を理解
でき、また竹馬や竹ポックリ等で子ども達が楽しく遊べた。
また間伐作業を行ったことにより荒廃竹林が一部改善した。
苦労した点として、間伐作業に手間を取った事と搬出や枝の処理に改善が必要と感
じた。
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★事業の目的や主な活動内容

★今年度実施した内容や活動にあたり工夫、苦労したことなど

塩川地区地域づくりの会

【歴史と未来あふれる塩川地区の魅力を再発見・発信する事業】　

地域の資源を掘り起こし、よく知り、地域の絆をより深めていくため各種事業を実施し
ていく。秋にオープン予定のワイナリーを訪れる人にも、地域を紹介していけるよう地
元の魅力の再確認につなげていく。

事業実施地区内の文化財や史跡の確認を行い、看板３カ所を設置した
（①石井鎮守の森②坂井伊勢社③南方芝宮）
看板作成にあたり、看板の内容に人それぞれの若干の認識の違いがあり、調整に苦
労した。
次年度は更に３カ所の看板設置と史跡を巡るウォーキングマップ作成に向けた調査
を進める。
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★事業の目的や主な活動内容

★今年度実施した内容や活動にあたり工夫、苦労したことなど

深山古民家コンサートを支援する会

【深山古民家コンサート事業】

肩肘張らず気軽な雰囲気の中、地域の皆さんをはじめ大勢の市民の皆さんと質の高
い音楽や芸能・合唱等を楽しみながら、子どもから年配の方まで世代間・地域間の絆
づくりや交流を行い、文化の薫る地域を目指す。

聴き馴染みのあるクラシック音楽を中心に、器楽・ソプラノ等のアンサンブルコンサー
トをはじめ、落語会も開催した。
丸子テレビや有線放送、東信ジャーナルのご協力もあり、また地元商店や病院にもチ
ラシを置いていただき、地元の皆さんのみならず市内各地から多くの皆さんにご参加
いただいた。地域の皆さんの顔を分かるようになり、とても暖かい雰囲気の会場に
なってきたと実感している。
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★事業の目的や主な活動内容

★今年度実施した内容や活動にあたり工夫、苦労したことなど

鹿教湯温泉100年ブランド創造プロジェクト
信州うえだ健幸都市推進事業実行委員会

【～健康の里～健やか・幸せ　健幸実感事業】

「健康の里」鹿教湯温泉を再認識していただくとともに、湯治客・観光客を増やし、地
域の活性化につなげる。また、認知症や医療費が増加傾向にある中、温泉を活かし
た健康づくりを進め、国民保養温泉地としての認知度・利用度を向上させる。

クアハウスかけゆにおいて、「アクアポールエクササイズ体験会」を４月から毎月１回
開催し１５０名参加された。今後もさらに大勢の皆さんに温泉プールで行う水中用
ポールを使用しての運動を体験していただき健康づくりの一助として広めていきた
い。
工夫した点として、専門性の高い分野の知識をいかに一般の方に分かり易く伝えて
いくかについて考え、それを可能にする広告宣伝の手法を用いた。
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★事業の目的や主な活動内容

★今年度実施した内容や活動にあたり工夫、苦労したことなど

上田市防災士等連絡協議会

【上田地域防災・減災対策自助事業】

災害ハザードマップを参考に、近年多発傾向にある局地的豪雨や牛伏寺断層を震源
とする地震に備えるため、身近な場所にある危険箇所を把握し地域住民に周知する。

自衛隊松本駐屯地から北中隊長を講師に招いて防災講演会を開催し、自衛隊の災害
派遣の経験から災害時の避難・救助や予防について自助・公助について考える機会
を作った。
また依田川・武石川上空にドローンを飛行させて撮影し、災害ハザードマップで示され
た災害ポイントや過去に災害が発生した個所の現況を視覚で確認できるツールを作
成した。
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★事業の目的や主な活動内容

★今年度実施した内容や活動にあたり工夫、苦労したことなど

霊泉寺温泉自然JUKUプロジェクトアウトドア部

【アウトドアスポーツが楽しめる温泉地の発信＆ネイチャーイベント開催事業】

霊泉寺温泉地区の素晴らしい自然を生かしたイベントを開催し、アウトドア全般が楽
しめる場所であることを県内外に発信する。また近隣の宮沢地区とも連携し、独鈷山
千本桜の開花に合わせたアウトドアイベントを開催し、平井地域全体を盛り上げ活性
化させる。

「ガイドと行く！信州百名山独鈷山ネイチャートレッキング」と「アウトドアフィットネス
チャレンジWILD・MAD&MUDDY」の2つのアウトドアスポーツイベントを開催した。
これらのイベントには首都圏近郊から幅広い年齢層の来場者が訪れ、広報活動が県
外への周知につながったこと、年齢層の幅も広く新しい層へ発信できた。
４月のイベント振舞い、７月のアフターパーティーでは地産地消をモットーに山菜取り
を行い、この地ならではの味を県内外にＰＲできた。
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★事業の目的や主な活動内容

★今年度実施した内容や活動にあたり工夫、苦労したことなど

　

西内時報の会

【「西内時報」復刊事業】

西内小学校が合併クラスになることをはじめ、鹿教湯温泉の衰退化が止まらない。こ
の現状を打破するため、地域紙を定期的に発行し地域住民が情報を共有すること
で、連携・協働の機運を高める。

「西内時報」を長野大学デザインサークルの協力を得て４回発行し、地域内全戸配布
と市内全域へ配布した。
住民の関心の高い情報に重点をおき、編集に携わる長野大学生と住民と接点を増
やした。
長野大学生の担当者卒業でノウハウが失われ、学生による発行２回、鹿教湯の歴史
に重点をおいた資料編を２回発行した。今後地元有志なども仲間にした「編集会議」
を立ち上げたい。
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★事業の目的や主な活動内容

★今年度実施した内容や活動にあたり工夫、苦労したことなど

　

上田グローカルネットワーク

【「地域と世界の架け橋プロジェクト」】

幅広いグローバル交流活動を通じて、国際化を体感できる機会を増やし、将来国際的
に活躍できる人材の育成と、地域コミュニティ全体の国際化社会に向けた意識を高
め、地域活性化を目指す。

国際機関職員や国際キャリア経験者などのグローバル講演会を実施したり、海外大
学の学生との交流活動を実施。
２年目の新しい取り組みとして、「グローバルKIDSアンバサダー」制度を開始し、継続し
て参加して下さる方が徐々に増えており、小学生を対象とした活動を多く取り入れたこ
とで親子参加の機会が多くなり、国際活動や海外へ興味を持って下さる方や当該事業
に協力・賛同して下さる方が増えた。
イベントの回数が増えたことで参加者の皆様には御好評をいただいたが、主催者側の
準備が忙しくなり苦労した。
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★事業の目的や主な活動内容

★今年度実施した内容や活動にあたり工夫、苦労したことなど

中丸子歴史研究会

【シルク繁栄今昔物語事業】

　江戸時代から現在までの養蚕～紡績業までの記録を広い地域から集め、その歴史を
冊子にまとめる等の事業を行うことにより、散逸し消えてしまうおそれのある歴史的記
録を後世に引き継ぐ。

講師を迎え、ふるさと歴史講座を４回開催した。江戸時代から昭和にかけての蚕糸業に
ついて理解が深まった。
また丸子郷土博物館の調査を行い、金四・五・六・旭社関係の資料が多く発見された。
さらに９月には群馬県下仁田町歴史博物館において予備調査を行い、旭社関係の新た
な事実が判明した
今後も調査を進め、中丸子の蚕糸業の歴史を明らかにしていきたい。
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★事業の目的や主な活動内容

★今年度実施した内容や活動にあたり工夫、苦労したことなど

雅楽の演奏復活の会

【歴史と文化の復活プロジェクト】

過去に中丸子で行われ、今は途絶えた雅楽を復活し後世に引き継ぐため演奏者の養
成を行い、雅楽の楽団を再編成する。他団体との交流及び他の楽器とのコラボレー
ション、イベント等への参加により、伝統の継承および地域・世代間の交流を図る。

今年度は、国際交流フェスティバル、信州ルネッサンスなど１２のイベントに参加し、雅
楽の音色や演奏を大勢の皆さんにお聴きいただいた。
月１回上小雅楽会において専門の講師から指導を受けたり、月２回の合同練習や各
自練習を行った事により、徐々に技術力が向上した。
また、イベントへの参加要請が多く、参加人員の確保に苦慮した。
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★事業の目的や主な活動内容

★今年度実施した内容や活動にあたり工夫、苦労したことなど

チーム　あったかい輪

【暖かで豊かな地域づくり　生きがい、ふれあい地域多機能ステーション事業】

いつでも、だれでも気楽に寄れる地域の縁側づくり。暮らしやすい街づくり、精神的、
身体的に健康な人づくりにつながり、人々の交流や地域の活性化に寄与する。

「サロンあったかい輪」において、お話相手、喫茶手伝い、サロンに集う皆さんの心身
の健康づくりを目的に、「えんじょいプログラム」を企画、実施した。
子育て・健康づくり・地域のお宝に関する講座や、秋のコンサート、２回のフリーマー
ケットを開催し、大勢の皆さんに参加・利用していただいた。
今後は、会員のマンネリ化、高齢化について、工夫しながら末永く活動を継続してい
く。
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★事業の目的や主な活動内容

★今年度実施した内容や活動にあたり工夫、苦労したことなど

飯沼自治会

【中城ほたるの里整備事業】

蛍の棲む水路として親しまれている中城水路は、木製式歩道の腐敗が激しい。地域住
民の観賞、また小中学校の児童・生徒の自然観察教育等の実施の際に危険が伴うた
め整備し、蛍観賞や自然観察を通じ、自然環境の保全等にも興味を持ってもらえる場と
していく。

今年度３年目となり、６月に自治会役員で草刈り作業と防腐剤塗料を木部に処理作業
を実施。
今年度ほたるが１，６５０匹確認され、２８０名がほたるの鑑賞に訪れた。
散歩で遊歩道を利用される住民も多く、今後は未改修部分の整備を行っていく。
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★事業の目的や主な活動内容

★今年度実施した内容や活動にあたり工夫、苦労したことなど

石井夏祭り実行委員会

【子ども相撲＆盆踊り地域交流事業】

伝統行事の「盆踊り」と「子ども相撲大会」の2つの事業を「夏祭り」として同時開催し、
子どもからお年寄りまで幅広い世代の皆さんに大勢参加していただき、世代間の交
流、心の交流を行いながら伝統文化を次世代に継承していく。また住民相互のコミュ
ニケーション機能や、地域への愛着、地域の発展・連携の促進を図る。

８月１４・１５日に夏祭りを開催。実行委員会を中心に、自治会、ＰＴＡ、分館、中学生の
皆さんで協力し、企画・運営を行った。
当日は幼稚園・小学生・分館の皆さんによるステージ発表、盆踊りなどを開催し、祭り
には子どもからお年寄りまで多くの皆さんにご参加いただいた。
前年度整備した土俵で子ども相撲大会を開催し、たくさんの子ども達が相撲大会に参
加してくれ盛大に行う事ができた。
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★事業の目的や主な活動内容

★今年度実施した内容や活動にあたり工夫、苦労したことなど

中丸子自治会（下組分会）

【ベルシティ地域交流（りんご祭り）事業】

地域の伝統行事「りんご祭り」と「まるこベルシティまつり」の合同開催を実施すること
により伝統行事を継承し、世代間・地域間交流を通じて地域への愛着と更なる発展を
目指す。

８月２６日、「りんご祭り」を開催した。（ベルシティまつりと同時開催）
開催前日には、幟立て、テント張り、景品等の準備を、実行委員をはじめ大勢のスタッ
フ総出で行った。
当日は１２時から２０時までベルシティまつりと協働開催し、約８，０００人もの人出があ
り大盛況だった。
これからも地域のイベントとして、さらにグレードアップを図りたい。また、スタッフとして
協力いただける人材を育成していきたい。
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★事業の目的や主な活動内容

★今年度実施した内容や活動にあたり工夫、苦労したことなど

信州じゃ～麺研究委員会

【信州じゃ～麺で地域活性化事業】

地元食材を使用した新グルメ（信州じゃ～麺）を地域飲食店で商品化し、内外に発信す
ると共に、丸子修学館高校や長野大学等とも連携・協働し、地域活性化と需要喚起の
創出を図る。

７月２３日に長野大学生と試食会、１０月６，７日にげんきまるこ産業フェスタ２０１８に出
店、１１月１７日にＭＡＲＵＳＨＵ　ＡＫＩ市に出店、１月１８日に料理研究家きじまりゅうたさ
んとの交流会を開催した。
きじまりゅうたさんに信州じゃ～麺にプラススペイン料理のアヒージョレシピを教えていた
だいたのでイベント等で今後販売していく予定。
メニュー化してくれる飲食店の普及増加促進とイベント等出店での人材確保に苦労し
た。
今後はホームページ等で内外にＰＲを図っていく。
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★事業の目的や主な活動内容

★今年度実施した内容や活動にあたり工夫、苦労したことなど

まるこベルシティまつり実行委員会

【まるこベルシティまつり】

公共・医療・介護・商業施設が集積し、丸子地域の中心エリアとなった旧カネボウ跡地
において自治会や市民グループ、医療機関などが一体となり開催する。このイベント
により、まちづくりに向けた協働の機運を高めるとともに、交流の促進や地域の魅力
アップにつなげる。

ベルシティ内各所でステージイベント、健康・介護イベント、出店、オート三輪消防車・
四輪消防車の展示、打ち上げ花火、信州大学・長野大学とのコラボレーション事業、
信州プロレス興行等を行い、昨年を上回る８，０００人が来場した。
また新たに西内小学校金管バンド、お母さん達の手づくり品の会の「まるっこマル
シェ」にも参加いただきイベントを盛り上げていただいた。
次年度以降も協力団体を更にひろげ、祭りの輪を大きなものにしていきたい。
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★事業の目的や主な活動内容

★今年度実施した内容や活動にあたり工夫、苦労したことなど

信州国際音楽村公園　バラの会

【信州国際音楽村公園　花壇整備事業】

花と緑を通じ、憩い・交流・学習ができる花壇の整備と、「ばらまつり」や「バラの育て
方講習会」「バラの里親事業」のイベント等を開催し、多くの市民や観光客が集い、
親睦の輪が広がる場を創出する。

物置小屋を会員の手で施工・設置、また、春・秋のばらまつりの開催、バラの育て方
教室の開催、コスモス大学への参加等により、多くの市民や観光客が憩い、交流
し、親睦の輪を広める場を創出することができた。
今後はバラの育て方教室の開催及びコスモス大学の参加については、内容をさら
に充実して、バラ等の植物の情報発信を進め、バラの里親事業をより充実させてい
く。
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★事業の目的や主な活動内容

★今年度実施した内容や活動にあたり工夫、苦労したことなど

下和子素浪人の会

【地域の史跡整備と伝承】

年々高齢化が進み、空き家や独り暮らしの世帯が増えてきている当地域には、命と
生活を支えてきた遊水地や精神的支えとなってきた合併舎や地蔵様の史跡があり、
その正確な由来等について調査し伝えることにより、その価値を再認識し、地域へ
の愛着心を伝承していきたい。

史跡およびその周辺の整備を実施（除草・清掃作業・通路の整備等）・史跡立札掲
示板の設置・今まで史跡の調査資料や写真等を冊子「下和子の史跡」にまとめ発
行・配付を行った。
工夫した点は、読みやすく見やすい立札掲示板を作成するよう心掛けたこと、冊子
作成時は写真の配置や文字数等の工夫した。
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★事業の目的や主な活動内容

★今年度実施した内容や活動にあたり工夫、苦労したことなど

尾野山史跡めぐり協議会

【尾野山史跡めぐり遊歩道の整備】

昭和４０年に愛宕山の眺望が丸子八景となったのに合わせて遊歩道が整備された
が、その後管理がされず荒れてしまった。ルートを見直し、音楽村を基点として自治
会の南北に遊歩道を整備。木の葉に囲まれた遊歩道には、史跡が多くあり、南北
ルートで異なった眺望が楽しめ体力増進や交流に繋がる。

遊歩道内の整備（倒木松の撤去、松くい被害木の伐採、草刈り）を６回、台風２１号
による倒木の撤去、参道にドウザンツツジ８０本の植栽など実施した。ウォーキング
イベントを春と秋に開催し、大勢の皆さんに参加いただき、サプライズですいとんと
豚汁を提供し好評いただいた。
５年経過し徒長した雑木の下草刈りを実施し、今後も利用者に快適な遊歩道を提供
していく。
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★事業の目的や主な活動内容

★今年度実施した内容や活動にあたり工夫、苦労したことなど

鹿教湯元気プロジェクト実行委員会

【鹿教湯元気プロジェクト】

客足が鈍る鹿教湯温泉にイベント・活動を通して足を運んでいただき、地域の魅力、
人と関わっていただき良さを知っていただく湯治・リラクゼーション・健康管理の場とし
て知る機会にしてほしい。

４月３０日に「かけゆの春フェス」を開催。
フリーマーケット、丸子鼓城太鼓・西内小による金管バンドの演奏などの音楽祭、実
行委員による地元食材を使った食のブースやワークショップを実施。

・チョークアート、ミニ四駆、ボードゲームなどの参加型が好評だった。
・たち上がりが遅かった理由で広報が遅れたが、あらゆるSNSを利用し周知を行った
ので、大勢の皆さんに参加していただくことができた。
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【テーブル】 【協議会委員】
山本進様
　（下和子素浪人）

勝山智就様
　（上田グローカル）

◎小澤会長

小山田八重子様
　（尾野山史跡）

藤原容子様
　（深山コンサート）

〇宮岸委員

赤尾光義様
 　（信州じゃ～麺）

大久保善司様
　（塩川地域づくり）

大平喜代子様
 　（音楽村バラ）

成澤みつ子様
　（ゆうあい）

中山光次様
 　（石井夏祭り）

成澤啓輔様
　（やまびこ会）

割田栄二様
　（上田市防災士）
神林貞幸様
　（上田市防災士）
澤山定夫様
　（下和子素浪人）

鷲見英一様
　（雅楽の演奏）

◎齊藤ゆり子委員

滝沢勝様
　（尾野山史跡）

齊藤加代美様
　（信州だから元気）

〇田村副会長

浅川等様
　（ベルシティまつり）

笹沢正義様
　（塩川地域づくり）

〇綿谷委員

桜井英明様
　（音楽村バラ）

大谷信行様
　（グリーンヒル整備）

吉池孝一様
　（飯沼自治会）

堀内茂一様
　（箱山城）

柳澤潤一様
　（上田市防災士）
鈴木和美様
　（上田市防災士）
影山秀晴様
　（下和子素浪人）

阿原孝之様
　（雷電為右衛門）

◎中村委員

中山準一様
　（中丸子下組）

須長弘二様
　（辰の口竹林）

〇永井三男委員

中山康昭様
　（音楽村バラ）

堀内洋子様
　（塩川地域づくり）

宮入命様
　（中丸子歴史）

塚本正行様
　（グリーンヒル整備）

井出翔太様
　（鹿教湯100年）

滝澤寿様
　（腰越お練）

山岸敏雄様
　（上田市防災士）
湯藤利恵子様
　（霊泉寺自然JUKU）
上野昌夫様
　（尾野山史跡）

山岸光夫様
　（雷電為右衛門）

◎齋藤明委員

田中忠様
　（信州じゃ～麺）

鷹野忠司様
　（塩川地域づくり）

〇宮坂委員

金子二三子様
　（音楽村バラ）

滝沢信幸様
　（塩川地域づくり）

白井由美子様
　（あったかい輪）

滝沢寛様
　（腰越お練）

松尾卓様
　（上田市防災士）

鹿教湯元気プロジェクト
様

山岸義隆様
　（上田市防災士）
齊藤兵冶様
　（西内時報）

② 

＊テーブル御座席表＊　　（順不同）

① 

【ご来場者】

③ 

④ 

座長：横山委員　　副座長：永井静江委員　　　◎：テーブルリーダー　〇：サブリーダー




