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認知症の方はなぜ忘れないのか？
諏訪中央病院　副院長、在宅・地域ケアセンター長、福祉21茅野代表幹事　髙木　宏明

　去る６月10日、諏訪中央病院の玄関ロビーで福祉21茅野・認知症部会主催のオレンジカフェの第１回が開かれました。
認知症について知りたい方や、認知症の方を家族に持つ方など30名ほどが集まり、ハーブティーやボランティアの方が
淹れてくれたコーヒーを飲みながら語り合いました。
　この「オレンジカフェ」は認知症の当事者の方やそのご家族や支援者が集まり対話を楽しむ、あるいはお互いの経験を
語り合う、そんな場所で、全国で取り組まれています。地域によってはコーヒー店を借りて開いたり、カフェそのものを
認知症の方々自身が運営している例もあります。
　このカフェは当面月に１回（第2水曜日14時）開く予定ですが、だんだん開催回数を増やして、さらには別の場所でも
開催できれば、と考えています。
　その記念すべき第１回のカフェでは最初に私から認知症の一言知識をお話ししました。
　それが「認知症の方はなぜ忘れないのか？」というお話しでした。
　「あれ!?忘れるのが認知症じゃなかったっけ」と思われるかもしれません。
　確かに認知症の方は聞いた話を忘れて何度も同じことを聞いたりやろうとしたりします。でもこの時ぜひ「何度も」に
ではなく、「同じこと」に注目していただきたいのです。どうして同じことを「忘れずに」聞いたりやったりするのか？そ
う考えてみていただきたいのです。
　するとそこにその方の想い、こだわり、習慣、信念といったものが見えてくることがあります。つまりそこに「その人
ならではの何か」が表現されていることがあるのです。
　飼い犬に何度もエサをあげてしまう方は、ずっとペットの世話をしてきた方でした（お陰でその犬はすっかりメタボ犬
です）。デイサービスのことを何度も聞いてくる人は、人と話すのが好きでデイサービスをとても楽しみにしている方で
した（ですのでデイサービスを増やす対応をしました）。
　この発想の転換が認知症を患ったその方のその人らしさに触れることにつながったり、反応や対応の仕方のヒントにな
ったりします。
　こうした発想に基づいた対応や、そしてオレンジカフェへの参加は、認知症の方の心を軽くし、進行が抑えられる効果
が期待できるのです。

市内に住所がある65歳以上の方や下記の要件に該当する方は、指定医療機関において一部の自己負担でインフルエンザの予
防接種を受けられます。
対象者　市内に住所があり、下記に該当する方
　•接種時に65歳以上で接種を希望する方　•接種時に60歳以上65歳未満で心臓・腎臓・呼吸器・免疫の機能に重い病気の
　　ある方（身体障がい者手帳１級の方等）のうち接種を希望する方
接種期間　10月15日（火）～12月28日（土）（休診日除く）
自己負担額　 1,200円
※自己負担額が免除になる方
　①生活保護を受けている方　　②市民税非課税世帯の方
①②に該当する方は、事前に申請をしてください。無料券を発行します。

生活保護を受けている方・市民税非課税世帯の方の手続きについて
申請場所　茅野市健康管理センターまたは保健福祉サービスセンター
必要書類　①申請書　　②委任状（同一世帯でない方が申請する場合のみ。接種する本人の印鑑が必要です）
　　　　　③本人確認のための書類（窓口に申請に来た方のご本人確認をさせていただきます）
　　　　　　「Ａから１種類」または「ＢとＣからそれぞれ１種類ずつ」、Ｃが無い場合は、「Ｂから２種類」をお持ちください。

＊①と②は、上記の申請場所又は、茅野市のホームページからダウンロードできます。

65歳以上インフルエンザ予防接種
問い合わせ　健康づくり推進課（健康管理センター内）☎82－0105

運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、
住民基本台帳カード（写真付き）、身体障害者手帳など

Ａ．顔写真付きの官公署発行書類

健康保険証、福祉医療受給者証、年金手帳、
公的年金証書、住民基本台帳カード（写真なし）などＢ．顔写真付きでない官公署発行書類

学生証、キャッシュカード、クレジットカード、
通帳、診察券などＣ．その他の種類

注　意 予約はお早めに！
予約が遅くなると、接種できない場合もありま
すので、早いうちに医療機関に予約をしてくだ
さい。茅野市内の医療機関では、10月1日から
予約を受け付けているところもあります。

医療の現場から

実施医療機関　市内の実施医療機関は、ホームページや各種検診のご案内をご覧ください。
※市外の医療機関で接種を希望する場合は、茅野市健康づくり推進課へお問い合わせください。
注意事項
　①必ず医療機関に予約をしてから接種を受けてください。
　②インフルエンザの予防接種は、どうしても受けなければならないということではありません。本人が接種を希望する場
　　合に限り接種を行います。
　③受診時は、年齢・住所の確認ができる保険証や免許証等を持参してください。
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小泉山体験の森
「秋の植物観察会」

見物料無料 おひねり大歓迎！

槻木の廻り舞台「秋の会」

「まちづくり懇談会」（通称「まち懇」）
テーマ「暮らしやすさを実感できるまちを目指して」

泉野地区の子供たちの舞台発表や昭和30年代後半まで
活動していた「柳川劇団」など、地域の皆さんによる
出し物が盛りだくさんです。
江戸時代に造られた、迫力のある舞台（間口７間、奥
行５間）での発表を見に来てください。

とき　　　　  月 　　日（土）午後１時～３時30分
ところ　槻木の廻り舞台（茅野市泉野下槻木）
※小雨決行、雨天の場合は泉野小学校体育館にて実施
注意事項　駐車場は泉野小学校周辺。舞台付近は交通
　規制があり車は入れません。
　野外での鑑賞ですので敷物、雨具等お持ちください。
主催　泉野地区コミュニティ運営協議会、槻木区、
　　　廻り舞台秋の会委員会

問　泉野地区コミュニティセンター　☎70－1606問　生涯学習課　生涯学習係　☎72－2101（内線634）

広報ちの　2019.109

まちづくり懇談会（通称「まち懇」）で
は、市長と膝を交えて語り合う機会と
して、毎年その時の行政課題に沿ったテ
ーマを決め、多くの市民の皆さんにご参
加いただき意見交換を行っています。
人口減少社会を迎えた中でも、市民に
とって暮らしやすいまちをつくること
によって、関係人口、交流人口も増えて
いくと考えます。その目的を実現して
いくための一つのツールとして、「キャ
ッシュレス化」「地域通貨」「市民活動
支援ポイント」の仕組みを考えていま
す。その市長の思いを伝え、意見交換を
行います。その他、身近な地域課題など
についても意見交換を行います。
10月26日（土）は、ベルビア２階のワ
ークラボ八ヶ岳を会場にまちづくり懇
談会を行います。多くの皆さんのご参
加をお待ちしています。

問　地域戦略課　広報戦略係　☎72－2101（内線 234）
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令和元年度

10月 8日（火）
10月15日（火）
10月25日（金）

10月26日（土）

10月31日（木）
11月 5日（火）
11月14日（木）
11月18日（月）
11月21日（木）
11月26日（火）
11月28日（木）

午後７時～９時

午後７時～９時

午前10時30分～
正午

泉野地区コミュニティセンター
金沢地区コミュニティセンター
玉川地区コミュニティセンター

ワークラボ八ヶ岳

北山地区コミュニティセンター
ちの地区コミュニティセンター
湖東地区コミュニティセンター
中大塩地区コミュニティセンター
宮川地区コミュニティセンター
米沢地区コミュニティセンター
豊平地区コミュニティセンター

開催日 ところ 開催時刻

四季折々の彩りをみせる「小泉山体験の森」で、秋の
植物観察会を行います。この時期にしか見られない草
花を探して、秋の小泉山を親子や地域の皆さんと楽し
く散策してみませんか。

とき　　　　  月 　　日（土）　午前９時～正午
　　　　雨天中止
ところ　小泉山（上古田公民館集合・解散）
内容　上古田公民館→親水ゾーン→下古田二本松→　
　　　富士浅間神社→山頂→風穴→上古田口→上古田
　　　公民館とまわりながら植物を観察します。
講師 小泉山体験の森創造委員会　ガイドスタッフ部会
持ち物　筆記用具、ルーペ、飲み物、タオルなど

10 ５
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問　生涯学習課　生涯学習係　☎72－ 2101（内線634） 問　健康づくり推進課（健康管理センター内）☎82－0105

～身近な里山を守り育てよう～

市民の森 第11回育林祭

秋の里山で、自然と触れ合いながらカエデとコナラの
植樹をしてみませんか。
お昼には、豚汁と焼き芋の会食もありますので、みな
さんどうぞご参加ください。

とき　　　　　月　　 日（日）
　　　午前９時30分～午後１時
　　　※雨天延期　予備日11月４日（月）
ところ　市民の森（吉田山）
持ち物　作業のできる服装、手袋、雨具、飲み物
申込 10月25日（金）までに、お名前（企業名）、参加人数、
　　　雨天の際の連絡先を上記事務局へご連絡ください。

永明寺山ふれあいの森を創る会では、秋の永明寺山を
周遊するウォークラリーを計画しました。約３キロの
コースにグループを作って挑戦します。
また、昼食に永明寺山の間伐材で育てたキノコ汁を用
意します。みなさんのご参加をお待ちしています。

とき　　　　 月　　　 日（土）午前９時～午後１時
　　　※小雨決行、雨天延期　予備日10月20日（日）
ところ　永明寺山公園墓地管理棟集合（受付８時30分～）
定員　50名（先着順）
持ち物　山歩きのできる服装、おにぎり、飲み物など
申込 10月15日（火）までに、氏名、住所、連絡先を
　　　上記事務局までお申し込みください。

永明寺山ふれあいウォークイベ
ント

イベ
ント

今話題の「インターバル速歩」を体験しましょう！
インターバル速歩とは、ウォーキングの中に「さっさか
歩き」と「ゆっくり歩き」を合わせることで、筋力・持
久力を無理なく向上させることができるうえ、骨密度の
増加や生活習慣病リスクの改善などにも効果があります。

とき 　　　　月　　 日（火）
　　　午前10時～正午（受付　午前９時45分～10時）
ところ　茅野市総合体育館入口集合
事前申し込みは不要です。参加費は無料。参加者に粗品をプ
レゼント。
晴天時は外で行います。雨天時は総合体育館内で行います。
持ち物　ウォーキングができる服装、歩きながら飲める飲み
　物、雨天時は上履き用運動靴、帽子、汗拭きタオル

実りの季節になりました。
多留姫文学自然の里では、稲刈まつりではぜにかけた
稲を、足踏み脱穀機など昔ながらの機械を使って脱穀
します。これまで、田植えまつりや収穫祭に参加され
なかった方も参加できます。

とき　　　　 月 　　　日（土）
　　　午前９時30分～正午（雨天中止）
ところ　多留姫文学自然の里「神田」
持ち物　長靴、軍手、タオル、帽子、『もち米づくり』参
　　　　加カード（ある人）
服装　脱穀ができる服装（長袖など）

第12回
茅野市ウォーキングのつどい

イベ
ント

多留姫文学自然の里
「脱穀まつり」

イベ
ント

申込・問　環境課 環境保全係　☎72－2101（内線263）
FAX82－0234　E-mail kankyo@city.chino.lg.jp 

申込・問　環境課 環境保全係　☎72－2101（内線263）
FAX82－0234　E-mail kankyo@city.chino.lg.jp 
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茅野市高齢者福祉センター塩壷
の湯ゆうゆう館内にあります
“いきいき健幸ルーム”は、市
内の高齢者の健康づくりや介護
予防の拠点として、高齢者が無
理なく楽しめる様々な講座を開
講してきました。
平成29年11月に開設して以来、多くの皆様にご利用
いただき、２周年を迎えることになりました。２周年
イベントとして、いきいき健幸ルーム講座の内、今回
は太極拳講座、フラダンス講座、男性限定の合唱講座
の成果を披露するとともに、体力測定の結果等の報告
を行います。

とき　　　　　 月　　　　 日（水）
　　　午前９時30分～午前11時30分
ところ　茅野市ひと・まちプラザ　３階集会室
対象 いきいき健幸ルームの取組に関心のある方

いきいき健幸ルーム成果報告会 学校開放講座（10月～11月分）

問　高齢者・保険課　高齢者福祉係 　　　　　　　　　
☎72－2101（内線334・335）

問　泉野小学校 ☎79－3712　東部中学校 ☎79－5050
　　米沢小学校 ☎72－2409

学校開放講座は、市内の学校が持つ人的・物的財産を
活用して、広く市民の皆さんの生涯学習に役立てよう
とするものです。市民のどなたでも参加いただけます。
参加申込、講座の内容等については、直接該当校に問
い合わせてください。

■合唱の楽しみ泉野コーラス

　　とき　　　　月　　 日（水）午後７時～８時
　　ところ　泉野小学校 音楽室
　　持ち物・定員 なし

■合唱を楽しもう

　　とき　　　　月　　 日（火）
　　　　　　午後６時30分～８時30分
　　ところ　東部中学校 第２音楽室
　　持ち物・定員 なし

■童謡を歌おう

　　とき　　　　月　　　日（土）
　　　　　午前10時～午後０時30分
　　ところ　米沢小学校 音楽室
　　持ち物　なし　　定員　20名

広報ちの　2019.1011

10 30
11 16

10 ８

10 ２

市内在住で０～18歳の子どもを子育て中のお母さん
を対象に料理教室を開催します。
内容・日程（すべて午前９時30分～11時）
11月14日（木）　のたもち、かきひき大根、豆腐汁
11月20日（水）　凍り豆腐の卵とじ、凍り豆腐の磯辺
　　　　　　　 焼き、凍り豆腐のあべかわ
12月 4日（水）　寒天サラダ、寒天のハム巻き、豆腐入
　　　　　　　 り天寄せ
　※１人２回まで参加できます。
参加費　一回300円 定員　各18名（託児は12名）
持ち物　エプロン、三角巾、筆記用具、託児に必要なも
　　　　の（お子さん用の水筒など）
申込　10月16日（水）午前９時から電話受付

伝えたい茅野市の味
子育てママの料理教室

目指せ「厨房男子」！
男性料理教室

みんなに喜ばれる料理を作ってみませんか？
いつもの家庭料理を、おいしく作れるコツを教えます！
初心者の男性、大歓迎！あなたも厨房男子になりまし
ょう!!
料理　ポークピカタ、ほうれん草とワカメの炒り卵あえ、
　　　カボチャスープ

とき　　　　 月　　　日（金）午前10時～午後１時30分
対象者　市内在住の男性　　定員　18名
ところ　健康管理センター　２階
参加費　300円
持ち物　エプロン、三角巾

申込・問 健康づくり推進課（健康管理センター内）☎82－0105申込・問 健康づくり推進課（茅野市健康管理センター内）☎82－0105
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10月より
スマートフォン用アプリから
水道料金が納入できます。

スマホ決済とは、こんなことができます

用意していただくもの

利用方法（PayPay）

利用方法（LINE Pay）

●いつでもどこでも、納付が可能
　インターネットにアクセスできるスマートフォンのアプリから、いつでもどこからでも納入が可能です。
　対象は、上下水道料金、開栓手数料です。

●電子マネーで納入できる
手元に現金がなくてもスマートフォンを利用し、銀行口座等から電子マネーをチャージして納入できます。

●納入履歴が確認できる
　アプリから納入履歴が確認できます。

●納入通知書（バーコードの記載があるもの）
　ただし、以下の納入通知書は対象外です。
　・支払期限が過ぎたもの　
　・額面が使用上限以上のもの（PayPayは30万円まで、LINE Payは５万未満まで）
●PayPay、LINEのアプリが入ったスマートフォン
　各アプリはGoogle PlayまたはAppStoreからダウンロードができます。
　利用には登録やログイン、チャージが必要です。

①ホーム画面からスキャンボタンをタップして、スキャン画面を立ち上げます。
②納入通知書のバーコードを読み込みます。
③支払金額を確認し「支払う」をタップします。　　　　　　　　　　　　　　
④支払完了画面が表示されます。
⑤支払履歴一覧から支払履歴が確認できます。
※詳細はPayPay株式会社ホームページ（下記URLまたは右のQRコード）をご覧ください。
　https://paypay.ne.jp/

①LINE Payのお財布マーク「ウォレット」タブ内にある「請求書支払い」を選択します。
②コードリーダーが起動したら、納入通知書のバーコードを読み込みます。
③支払金額を確認し「支払う」をタップします。
④支払完了画面が表示されます。
⑤支払履歴一覧から支払履歴が確認できます。
※詳細はLINE Payご利用ガイド（下記URLまたは右のQRコード）をご覧ください。
　http://pay-blog.line.me/archives/9187215.html

注意事項
※領収書は発行されません。二重納入防止のため、納入済の納入書は適切に処理してください。
※納付の取り消しはできませんので、ご了承ください。
※各アプリでのポイントが付与されます。
※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

問い合わせ

水道課 営業係　☎75－5500

令和元年

10月１日（火）
令和２年

２月20日（木）

お知
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茅野市プレミアム付商品券

販売期間
令和元年

10月１日（火）
令和２年

１月31日（金）

問い合わせ

使用期間

検索
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10月より
スマートフォン用アプリから
水道料金が納入できます。

スマホ決済とは、こんなことができます

用意していただくもの

利用方法（PayPay）

利用方法（LINE Pay）

●いつでもどこでも、納付が可能

●電子マネーで納入できる

●納入履歴が確認できる

●

●

①
②
③
④
⑤

①
②
③
④
⑤

令和元年

10月１日（火）
令和２年

２月20日（木）

公共施設の総数は約210施設におよび、今後、一
斉に大規模改修や更新の時期を迎えます。しかし、
人口減少や少子高齢化が進むことにより、市の財
政は一層厳しさを増すなかで、現在保有する全て
の施設を将来にわたってそのまま維持していくこ
とは、大変難しい状況となります。
そこで、施設の安全性や必要性、有効性、効率性
の視点から分析・評価し、まちづくりの施策にお
ける公共施設の役割などの観点から総合的な検討
を行い、施設で行われているサービスと施設のそ
のものについての当面10年後の方向性を公共施設
再編計画（仮称）たたき台にまとめました。
市民の皆さんのご意見・ご提案をいただく機会と
して、まちづくり講座を開催しますので、10人以
上の団体、グループでお申し込みください。
また、10月６日（日）から全５回の市民ワークショ
ップを行います。一般公開で行いますので、ご観
覧ください。
詳細は、ホームページをご覧ください。

公共施設のことをみんなで
考えよう

10月１日から自転車損害賠償保
険等への加入が義務化されます

問　長野県県民文化部くらし安全・消費生活課
　　☎026－235－7174
　　E-mail：kurashi-shohi@pref.nagano.lg.jp

全国的に自転車と歩行者の事故で自転車側に過失が
あり、歩行者に重篤な傷害を負わせ、その賠償額が
高額になる事例が発生しています。
長野県では、「安全・安心な県民生活の確保」と「自
転車の利用促進」を基本理念とする『長野県自転車
の安全で快適な利用に関する条例』により、長野県
内で自転車を利用する方は、自転車損害賠償保険等
への加入が義務付けられました。
万が一の事故に備えて必ず保険に加入しましょう。
詳しくは長野県公式ホームページをご覧ください。

申込・問 管理課 施設管理係 ☎72－2101（内線164）

お知
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お知
らせ

広報ちの　2019.1013

茅野市プレミアム付商品券

販売期間
令和元年

10月１日（火）
令和２年

１月31日（金）

８月号でお知らせしましたプレミアム付商品券について、販売・利用に関して詳細が決まりましたのでお知らせします。
購入対象者の方で購入引換券の交付申請がまだの方は11月30日（土）までに申請をお願いします。子育て世帯の対象の
方は申請不要です。なお、住民税非課税の方および子育て世帯等対象者以外の方への商品券の販売はありません。

販売価格 １冊5,000円分（券面金額500円の10枚つづり）の商品券を4,000円で販売します。1冊につき1,000円
　　　　　分お得にお買い物などができます。引換券１枚につき、５冊まで購入することができます。
販売場所　茅野市内各郵便局（10局）（信濃金沢・茅野・豊平・玉川・ちの本町・北山・米沢・蓼科・茅野駅前・
　　　　　茅野上原郵便局）
商品券取扱事業所（利用可能店舗）
　茅野市内の事業所で茅野市商工業の発展に資する事業所であり、本事業の主旨に賛同し参加を希望する事業所
　（商品券取扱事業所一覧は、茅野商工会議所のホームページでご覧いただけます。）
その他　商品券の購入方法、利用方法等の詳細や商品券取扱事業所一覧表等は、９月末以降に順次対象者に発送
　　　　される商品券購入引換券に同封しますのでよろしくお願いします。
※プレミアム付商品券事業の制度に関することや、商品券取扱事業所等に関することなど、茅野市のホームペー
　ジまたは茅野商工会議所のホームページをご覧ください。

問い合わせ
購入引換券交付申請等に関するお問い合わせ
　茅野市役所「プレミアム付商品券窓口」
　☎0266－82－5688（専用）
　担当　地域福祉課　☎72－2101（内線304）

商品券の販売・使用、取扱事業所等に関するお問い合わせ
　茅野商工会議所　☎72－2800
　担当　商工課　☎72－2101（内線434）

使用期間

長野県 自転車条例 検索
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茅野市情報プラザ　～ICT講習会参加者募集のお知らせ～茅野市情報プラザ　～ICT講習会参加者募集のお知らせ～

申込・問　茅野市情報プラザ　☎82－7602　茅野市豊平5000－1　公立諏訪東京理科大学　生涯学習センター内

申込方法
１．電話でお申し込みください。
２．申込時に、希望講座名・氏名・年齢・電話番号等を確認いたします。
３．応募少数の場合は中止させていただく場合もありますので、ご了承願います。

時　　間
午前９時～正午

開　　催　　日

10／26（土）

募集人員　定員10組20名（保護者同伴）
受講条件　諏訪地域の小学校３年生～６年生の児童と保護者
参加費用　受講料無料
講習会場　茅野市情報プラザ　多目的ホール（公立諏訪東京理科大学　生涯学習センター内）
申込期間　９月25日（水）～10月19日（土）午前10時～午後５時30分（月曜日は休館日）
そ の 他 テキストについては、茅野市の５年生は持参。それ以外の方には貸出します。なお、希望者には
　　　　　実費でお譲りします。

小学校でプログラミング学習が始まっています。インターネットを使って、子ども向けプログラミング言
語「スクラッチ」をお子さんと一緒に体験してみませんか。

講座①　親子でプログラミング体験

Jimdo（ジンドゥー）はインターネットを使って無料でホームページを作成できるツールです。豊富なレイア
ウトからデザインを選べ、スマートフォンでの表示に対応しています。Jimdoを使って簡単に作れるホーム
ページを学びます。サークル、団体の活動紹介にいかがでしょうか。

講座②　暮らしに役立つパソコン！【ホームページ作成講座】

時　　間
午後７時～９時

開　　催　　日

11／1（金）、11／5（火）、11／8（金）

募集人員　定員12名　先着順
受講条件　諏訪地域の方で全日程参加できる方。ワード、エクセル等の基本操作ができる方。
参加費用　受講料1,000円＋テキスト代
講習会場　市民活動センター ゆいわーく茅野　会議室101・102
申込期間　９月25日（水）～10月26日（土）午前10時～午後５時30分（月曜日は休館日）
そ の 他　パワーポイントがインストールされているパソコンをご持参ください。（パソコンの貸出応相談）
　　　　　テキストはパワーポイント2016版を使用します。

会議などのプレゼンテーションの資料、企画書などを作成することができるパワーポイントを使って、伝
わる資料づくりの基礎を学びます。表・グラフ・図解・写真・イラストを使って説得力を10倍アップしま
しょう。

講座③　暮らしに役立つパソコン！【プレゼン資料作成講座】

時　　間
午後１時30分～３時30分

開　　催　　日
10／22（火）、10／25（金）、10／29（火）、11／1（金）、11／8（金）、11／12（火）

募集人員　定員12名　先着順
受講条件　諏訪地域の方で全日程参加できる方。ワードの基本操作ができる方。
参加費用　受講料2,000円＋テキスト代
講習会場　茅野市情報プラザ　多目的ホール（公立諏訪東京理科大学　生涯学習センター内）
申込期間　９月25日（水）～10月17日（木）午前10時～午後５時30分（月曜日は休館日）

「
広
報
ち
の
」の
自
動
配
信
も
！

（パソコン持参）

Vol.19
新たな「ちの旅アクティビティ」が続々登場し、大好評いただいています！
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講座①　親子でプログラミング体験
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講座③　暮らしに役立つパソコン！【プレゼン資料作成講座】
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新たな「ちの旅アクティビティ」が続々登場し、大好評いただいています！

　ちの観光まちづくり推進機構が発足した当初からご案内している、土地の人とふれ合い、土地の暮らしを身

近に感じる滞在型観光プログラム「ちの旅アクティビティ」。

　地域おこし協力隊のメンバーが茅野市の各地に入り込んで、茅野ならではの資源を「発見」し茅野に暮らす

みなさまとともに磨き上げることで、国内外で喜ばれる旅行商品として作り上げたものです。新しく完成した

プログラムの一部をご紹介します。

　蓼科高原で、数え切れないくらいたくさんの種類の花や野菜を育

てている農家さん。そこで販売されていた食べられる花とレタスの

仲間でつくる「サラダブーケ」。

　色とりどりの花や野菜から好きなものを選んで自分で収穫して、

オリジナルのサラダブーケをつくって持ち帰る素敵な体験は、きっ

ともっと多くの人たちに響くはずに違いない！ 

　そう思った協力隊のメンバーが「ちの旅」としてプログラムをつく

らせてほしいとお伝えし、「ちの旅アクティビティ」としての販売が

実現しました。家族連れや女性に特に人気の体験になっています。

　一躍人気になった御射鹿池が、ただきれいなだけでなく人々の暮

らしを支える重要な水であることを、より多くの人に知ってほしい。

そんな想いから始まったプログラム。

　上流の渋川からせぎ（用水路）に水を取り入れる場所や、湧き水を

引き入れることで強すぎる酸性度を下げる笹原ため池など、普段は

立ち入ることがない場所を特別に案内できるよう、水を管理してい

る方々にも許可をいただいたりして、「御射鹿池の最初から最後まで」

を楽しむことができるガイドプログラムが完成しました！

　参加された方は、「山の集落に暮らす人々の知恵と工夫を知って感

動した」と話してくださいました。

①笹原地区で、外国人のお客様向けに開発している歴史まち歩きの

　モニターツアーを行いました。御射鹿池とその水を守り続けてき

　た「水の郷」の農村風景や、蔵、鏝絵、古民家などを、皆さんも

　興味深く楽しんでいただけたようです。

②古民家ステイを準備中の市内金沢で、まち歩きのモニターツアー

　を行いました。

　宿場町として栄え、豊かな歴史と田園風景、自然の残る風情のあ

　る町を、地元のおじいちゃんのガイドで巡り、最後には宿場町時

　代の名家・馬宿でお茶とお菓子を頂くコースになる予定です。

・蓼科の高原で多くの野菜や花を育てる農家さんとつくった「サラダブーケ作り体験」

・「御射鹿池」の恵みで暮らす笹原地区の方とともに、人気スポットの裏側を知れるプログラムを

ちの古民家ステイ通信


