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出されます。ご参加いただいた皆

われた実技講習会が懐かしく思い

りました。夏休みに猛暑の中で行

秋風を心地よく感じ る季節と な

しれません。

方を見返してみることは必要かも

います。そういう目で研修のあり

ならない価値ある部分もあると思

貴重な経験を数々させていただき

導の大切さに気づかされたりと、

生徒となってしまい、寄り添う指

座では、自分自身が失敗し戸惑う

ました。

今年参加させていた だいた哲 学

様方、お疲れ様でした。
恒例となっている研修ですが、

研修会でも印象に残ったことがあ

「哲学などという難 しいもの を

輩が「人として下品になりたくな

心が躍ります。まず「実技」の研
とによって学ぶ研修は、目的が明

いから」と答えられたというエピ

なぜ学ぶのか」と問われたある先

確で、自ずと主体的になります。

実技講習会

開かれる

実技講習会が七月二 十九日、 三

十日（道徳は七月三十一日、音楽

は八月七日）に安曇野市内十八会

場で開かれた。猛暑の中にもかか

わらず、総勢四六二名の先生方が

実技講習会はその教科・分野を

熱心に学ばれた。

得意とされる講師をお招きし、講

義や体験等を通して学ぶ会であ

を選択し受講できることから、各

ソードを伺いました。侵し難い品

した。川田殖先生のご指導で読み

講座には様々な先生方が集まり、

活動が面白いだけでなく、職能向

る。教員自身の専門教科の実技講

合わせた『クリトーン』では、「大

専門性を磨くだけでなく、交流の

位をもって教壇に立たれていた先

切にしなければならないのは、た

場としても良い機会となった。

上にきちんと結びつくものである

だ生きるということではなくて、

（各講座の内容と当日の様子は本

習に限らず、興味関心のある講座

よく生きるということなのだ」と

られ、初めて真に伝わることがあ

いかと思います。人を通して伝え

人へ伝えられることが必要ではな

大切で本質的なこと は、人か ら

ができました。

迫り、心洗われる思いで読むこと

誌二～五頁に掲載）

輩方のお姿を思い、襟を正されま

では申し訳ない懇切なご指導をし
てくださる講師の先生方、精一杯
工夫して、充実した内容にしよう
と奮闘してくださる実技講習会特
別委員の先生方のおかげで、今年
も魅力的な十八の講座が開催され
ました。
情報化の進んだ現代にあって、研
修のあり方についても様々なご意
見をいただきます。教育に必要な
情報を得る効率的な方法として、
インターネットや市販の教育書が

ります。実技講習会の意義の一つ

かったことに目を開かれたり、共

あるのか、といった声もあります。 専門性に導かれ、それまで知らな

期待しています。

加したくなる意義ある研修企画に

来年も、先生方が心 躍らせて 参

だと思います。

に参加している先生方の姿勢に刺

私がこれまで参加さ せていた だ

確かに時代と共に変えていくべき

いた研修では、講師の先生の深い

点もあります。一方、時代が変わ

激を受けたり、何かを製作する講

豊富にある現在、これほどの時間

っても大切に残していかなくては

と労力をかけて研修を行う必要は

いうソクラテスの言葉が我が身に

ことも有り難く思います。低予算

修であることが魅力です。為すこ

年々充実し、興味深いテーマがず

常任委員

ります。

「人と学ぶ」

らりと並んだ一覧表を見ていると

和子
伊藤
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国語
青柳 明華 先生 他二名

に大きな影響を与えた遺産を教材
化し、子ども達とともに、未来の
ためにどう活かすかを考えていき

大字書はスポーツです。午後は、

た講師の先生、見学に際し協力頂

最後に熱心にご説明 して下さ っ

たいと感じた。

絵の具で落款を描き入れました。

ります。五枚も書くとへとへと、

実技講習会 各会の様子

▽講師

理科
▽講師

みについて、鹿肉を食しながら、

感じ、その業績について、子ども

森林事業に関わる方 々の熱意 を

映像を通して教えていただいた。

（中信森林管理署）

一〇四、六六六頭と推定される長

音楽

公一 先生

（鎌倉女子大学教授）

三縄

▼参加者数 二十八名
◇今年度も昨年度にお招きした三

▽講師

森林に与える影響、被害対策の取

縄先生より、楽しくパーカッショ
の茅野公穗先生より『全国学力・

を交えて学んだ。また、狩猟で捕

ガード」「電気柵」について実技

の取り組み「くくり罠」「バーク

た。始めは思うように動かなかっ

を使って行うリズム練習等を行っ

子・足拍子の練習、言葉のリズム

午前の部では個人で行う手拍

ン等について学んだ。
学習状況調査で求められる力をつ

獲したニホンジカ等（ジビエ）を

午後は、ニホンジカの被害対策

り組みを教えていただいた。

野県内のニホンジカの増加原因や

たちに伝えていきたいと感じた。

岩塚 伸人 先生 他三名

小林 健吾 先生
二十二名

（長野県林務部鳥獣対策・ジビエ振興室）

▼参加者数

◇美ヶ原高原自然保護センターを

いた各施設の方々に感謝したい。

の美しさなど個性豊かな白黒の世

会場に、午前は「中信森林管理署

線の力強さ、青墨のにじみ、余白
界に紅が差して作品が完成しまし

（全日本書道連盟正会員）
▼参加者数
た。どれも味わい深い作品となり

十五名

◇堀金在住の青柳先生を始め、県
ました。充実した講習会になった

講師の先生方のご指導にも熱が入

のニホンジカ対策」として、現在

内でご活躍の伊藤先生、三澤先生

算数・
数学

と三名の書家をお招きして「大字

（信州大学教育学部准教授）

先生

ことを講師の方々や参加した先生

公穗

方に感謝します。

茅野

書」を学びました。大字書とは、

▽講師

畳三分の二ほどの紙に直径五～十

▼参加者数

ける授業作り』ということで、全

た体が、リズムを覚えて出来るよ

二十一名
◇午前の部では、信州大学准教授

国学力学習状況調査の出題例を参

食用として有効に利用する取り組

三十四名

理事）

考に、どんな力を見る問題なのか

来た。午後の部では午前中に学ん

社会

センチの大筆で、漢字一字を書き

しく」「はい、ここで息を止める」

しやすい草書で、「ここは軽く優

ます。スピード感やメリハリの出

先生

を考える大切さや、「計算の仕方

だ事を生かし、グループでボデ

正文

▼参加者数

を考える」という視点で小学校や

（信濃史学会

◇今年度は「安曇野の近代化遺産

中学校の計算について深く学ぶこ

「それからぐぐっとこう書く」と、 ▽講師

を探る」というテーマでフィール

ィ・アンサンブルとパーカッショ

見学の際には、施設 の方が直 接

遺産を実際に見て学びを深めた。

た。一日に合計九カ所もの近代化

南部にある四カ所の見学を行っ

カ所の見学を行った。午後は、市

活動を行い、これからの授業作り

して自らの授業改善へとつなげる

は「他県の高校入試」の分析を通

についての分析を行い、中学校で

て行い、小学校では「評価テスト」

午後の部では、小・中に分かれ

ションの楽しさを再発見できた。

アイディアを得ながら、パーカッ

この講習会で、授業に生かせる

ていく様子が印象的だった。

面の参加者が、自然と笑顔になっ

ン・アンサンブルを行った。初対

午前は、安曇野市北部にある五

説明して下さったり、普段見学で

への参考となりました。

見学を通して、安曇 野の近代 化

することができた一日であった。

だけたりするなど、貴重な見学を

きないような場所まで見せていた

うになる楽しさを味わうことが出

ドワークを行った。

とが出来ました。

高原
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美術
▽講師

好貴

先生

（穂高陶芸会館）
十九名

嶋田

▼参加者数
◇地域に根ざす穂高陶芸会館で、
粘土の感触を楽しみつつ、作品作
りに取り組みました。

ていただき、味わうことができた。

技を身につけていく奥深さを知る

一日の講習会を通し て、感謝 し

ことができた。また、円揚げでは

午前中は脚部の製作を行いまし

て調理し、食べることの大切さを

と題し、座面を紐で編み込んだ形

た。角材を組み合わせてねじで留

学び、そのことを子どもたちに伝

の椅子を製作しました。そば屋や

め、ねじの頭をだぼで隠し見た目

えていくことも私たちの責任だと

給食とは違うアレンジ方法も教え

洋平

のきれいさにもこだわりました。

居酒屋の椅子のイメージです。

（穂高西中学校）

その後各自の好みに合わせて色を

先生

美穂子

水泳教師）

先生

午後は座面の編み込みです。縦

（豊科北小学校）

先生

習会となったと感じます。

草間

保健体育
▽講師
森田
原

いうことを改めて感じた。

（ゆめひろば庄内

選び塗装をしました。

初めに講師の嶋田先生から、作

博文

陶の過程の説明とお茶碗作りの実

糸と横糸を選び、交互に編み込ん

▽講師

哲学

▼参加者数

でいきます。初めのうちはよいの

道徳

演を通して、陶芸の魅力と作り方
◇午前中の講習ではお二人の先生

二十四名

のコツを教えていただきました。

▽講師

（上越教育大学教授）

五十四名

（元日本聾話学校校長）

先生

ですが、そのうち紐が締まってく

▼参加者数

十九名

を通して、参加者が気楽にしかし

社会とも関連づけて語り合うこと

早川先生の提唱する授業は、決

真剣に学び合い、自己を見つめ直

しながら体験させるというもので す大変有意義な時間となった。講
はありませんでした。この場では、 師の川田先生からは、「ただ生き

まった台詞で単に役割分担を交替

演習をしていただきました。

▼参加者数

殖

との格闘？でした。時間も大幅に

◇本年度は「クリトーン」の読み

川田

作り始めでは、室内に置いてあ

よ り 主に 体
｢ つ くり 運動 と
｣ 機
｢械

オーバーしましたが、苦労した分、 ◇今回は、「ロールプレイを取り

合わせを行った。感想や疑問をも

先生

る作品を見ながら、何を作ろうか、

運動 の
｣ 各 領 域の 運 動の ポ イン ト
を明瞭に伝達していただいた。ど

入れた道徳授業」をテーマに、上

裕隆

迷う参加者の姿も見られました。
の運動も小中学校の子どもの実態

達成感も大きく、最高のスツール

早川

講師の先生のアドバイスで、お茶

に合わせた教材化の重要性につい

▽講師

家庭

るのでとても編みづらく手の痛み

碗、カップ、お皿、花瓶など、思

とに、現在の自分の生き方や日常

午後は、水泳教師の原博文先生

越教育大学の早川先生より講義・

た。講師の先生も、それらの作品

より「子どもの泳力を伸ばす水泳

が完成しました。

を見て、大変感動されていました。

指導実践」と題して実際に実技を

て学ぶよい機会となった。

日頃、なかなかできない作陶と

交えて水泳指導の必要性を伝えて

い思いの作品が出来上がりまし

いう体験をしながら作品を作り上

いただいた。具体的に且つ明瞭に

るのではなくよく生きること」の

げることができ、充実した実技講

丸山

大切さを基盤に、今日の日本が抱

会社辰巳社長の高原正雄先生を講

由にやりたい！』と思わせるもの

のをやるというイメージから『自

参加者からは、「決められたも

「対話」の重要性などを、幅広く

間として、教師としての有り様、

とても説明しきれませんが、生徒

ユーモアを交えて、先生ご自身の

高原 正雄 先生（㊑辰巳社長） になったつもりで演じているうち

える現状と課題とも重ね合わせ、

茂 先生（三郷中学校）

スクールの体験から泳法のポイン

に思わず涙を流してしまわれる先

二十二名

師としてお迎えし、安曇野の代表

で世代を超えて語り学び合い、充

若い先生方から先輩の先生方ま

鱗の指導法と出会い、純粋に「や

実した研修となった。
講座となりました。

ってみたい！」と勇気づけられる

に変わりました。」など、目から

的な食である蕎麦とにじますの円
揚げ作りに挑戦した。

丁寧にご指導いただいた。

三郷中学校の丸山茂先生、株式

▼参加者数

この時代をよく生きるために、人

先生

トについて教えて頂き、大変貴重

生もおられました。

健男

とよりも、くり返し取り組む中で

コバヤシ造形堂
蕎麦打ちは、先生のように上手
(
)
一〇名
にできなかったが、うまく作るこ

小林

な機会となった。

技術
▽講師

▼参加者数

◇「編み込みスツールを作ろう」
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英語
▽講師

磯尾

智子
須美子

先生
先生

（長野市立湯谷小学校教諭）
伊藤

った。」「安曇野にもたくさん食

ントになりそうということがわか

のお話を聞くことが、教材化のヒ

「身近なお店や食に携わる方々

ードも、興味深いものであった。

の櫻井翔さんが来店されたエピソ

思いをお聴きした。鶴瓶さんと嵐

義民加助の心を受け継ぐ仕事への

食文化を交えながら学び合いまし

の通う学校、授業などの様子を、

英語とする国の文化や子どもたち

た講座内容を考え、第二外国語を

いと思い、国際理解教育を加味し

の先生方にも参加していただきた

マに、昨年度に引き続き、小学校

◇『世界

▼参加者数

る心に残る研修になりました。」

校での指導を振り返ることができ

味わいました。「自分の生活や学

というしょっぱいミルクティーを

業に、仕事の大変さを感じた。わ

冷たい湧水の中での農家の方の作

細かな手作業には驚きの連続で、

た。廃棄部分のないわさびを扱う

わさび田でわさび掘りの体験をし

午後は、ビレッジ安曇野さんの

育活動を見守ってきた扁額であり

長きにわたり、職員室で本校の教

年でありました。三十年間という

本校は昨年度、開校三十周年の

たであります。」と記されていま

という声がたくさん寄せられた印

した。

象深い研修となりました。

うな教育活動をしていきたいと願

っています。

何を隠そう、青雲先 生は私が 初

本校の職員室に

じているところであります。

扁額との出会いに不思議な縁を感

年度赴任してまいり、「感謝」の

任教員の時の校長先生であり、本

は「感謝」という

す。永久に変わらぬ人間の生きか

をゆさぶっていく時代でありま

謝』であります。この『心のしん』

（中略）感恩、相恩のもとは『感

も忘れられている心であります。

のように思いますが、現代もっと

謝』と揮毫しました。平凡な言葉

手紙には、「学校用の扁額は『感

扁額の書と共に清澤校長に宛てた

学校にも在籍された先生でした。

年から三十三年の五年間、豊科中

北原繁一先生と言い、昭和二十九

とは書家としての雅号で、本名は

生が揮毫されたものです。「青雲」

の中学校長でもあった北原青雲先

の依頼のもと、書家であり上伊那

開校した当時、初代の清澤久校長

南北に別れて豊科北中学校として

います。この扁額は豊科中学校が

扁額が掲げられて

「感謝」の心

ます。感謝の心を始めとし、現代

先生

に忘れられがちな心を揺さぶるよ

千恵

先生

さび漬け体験も、安曇野の食文化

恵美子

を知るよい機会となった。

五十嵐

学校保健
▽講師

丸山

先生

（ラフターヨガ講師）
誠
三十五名

（ビレッジ安曇野）

大久保
▼参加者数

◇「アップ」をテーマに、午前は
笑いヨガを体験した。笑いヨガは、
会場中に笑顔があふれ、身体が温
かくなり心地よさを味わえた。そ
して、リラクゼーションの楽器タ
オライヤーの調べに、心身ともに
リラックスすることができた。

南北

人物誌
▽講師 百瀬 新治 先生
（豊科郷土博物館館長）
▼参加者数
十六名
◇本年度は「名も無き先人こそ取
り上げたい人物」という題名で、
有名ではないが地域に根ざし、伝
統を大切に守ってきた「庭園そば
処 みさと」「鷹匠（宮本屋）」
そして、「ＥＨ酒造株式会社（酔
園）」を訪ねた。
午前中は豊科郷土博 物館で、 特
別展「伝統と地域性に裏付けられ
た安曇野の食を受け継いできた人
々」の館内見学＆ギャラリートー
クで、安曇野にすばらしい食を作
り出している人々がいることを知
り、午後は、実際にそばを食べ、
「加助最中」を作り続けている「宮

（木曽町立開田小学校教諭）

の伝統を守っている方々がいるこ

た。昼食はパラオのボバイ（パパ

本屋」のご主人である野本 忠氏の

とがわかり、とてもうれしくなり

イヤとツナの炒め物）、タピオカ

十七名

ました。」などの感想があり、有

のココナッツミルクソースがけ、

ふしぎ発見！』をテー

意義な一日となった。

モンゴルの餃子とスーティツァィ

東西

健

特別支援教育
柳澤

先生

トラブル発生時の対応について」

もを取り巻くネット社会の現状と
のもと、より連携を大切にしたい

百聞は一見にしかず、正しい理解

見た目も味も素晴らしいものにな

ら行った。どのグループのそばも、

門的な部分も教えていただきなが

学校での情報モラル教育で大切に
小林

均

（穂高在住）

先生

おやきの、艶がありほくほくした

教えてくださった。蒸しあがった

や柔らかさなどの細かな部分まで

者が一人ずつ付き、生地のこね方

りではそれぞれのグループに指導

り、みんなで味わった。おやき作

と思いを高めた研修会となった。

している点や教材の画面を実際に
▽講師

敏子 先生 他七名

（ＪＡあづみ） 様 子 に 、 歓 声 が 上 が る グ ル ー プ も

北澤

生活・総合

と題し、ご自身のスマホや音楽プ

▼参加者数

（シナノケンシ株式会社） レーヤーを使いながら、筑摩野中
◇午前中は、デイジーのソフトの
提示しながら、 LINE
の説明を中心
に、簡単につながるネットによっ

▽講師

説明を受け、体験版を操作してみ

四十名

た。パソコン等の画面に映し出さ
て子どもたちが巻き込まれた事

和気あいあいと作業を楽しみ、

例・悲惨な事件を紹介していただ

信州の代表的な食に触れられた一

れた文章や画像を見ながら、それ

◇「信州を食べる」というテーマ

を音声で読んでもらえるソフト。

で午前はそば打ちを、午後はおや

あった。

午後は、横山先生が主となり、

日になった。

三十三名

教科書会社三社に協力してもらい

き作りを行った。そば打ちでは水

▼参加者数

自分好みに変えられるなど、読み

廻しや練り、へそ出しといった専

いた。とても考えさせられた。

の困難さを抱える児童生徒が有効
ながら、デジタル教科書の演習を

文字のサイズや色、音声の速度を

な支援を受けられる教具であるこ

▽講師

教育相談

とが分かった。今後環境が整えば、 することができた。
ぜひ利用していきたいという意見
が多かった。ただ、テキストを取
難しく、今回だけでは理解できな

り込んで好みの設定にする操作が
かった部分があるので、別の機会

二村 達夫 先生
岡 村千馬太先生は、旧三郷村に生まれ長野県師範学
（中間教室けやきの家指導員） 校卒業後、教壇に立ちました。
佐藤美紀 先生（ねむの木指導員）
明治四十四年、東筑摩郡の山形小学校長時に、「高
松田 稔 先生（教育相談室室長） い人格に接することによって人間は成長する」という
籾山尚子 様（野の花茶や・だもんで） 考えのもとに、多くの有名人を招き、その人格にふれ
浦野典子 様（ケアガーデン結家） ようとしました。これが以後、犬養毅先生らを招く発
髙林 賢 様
端となりました。
（フリースクール ひかりの学校）
犬養毅先生は、岡山県出身の政治家で、昭和六年、
▼参加者数 二十七名
内閣総理大臣に就任しますが、翌年、五・一五事件で
◇安曇野市にある、児童 生
･徒を支 軍部の凶弾に倒れます。岡村先生らの求めに応じて何
援している施設六箇所を参観し、 度も信州を訪れました。
活動内容や子どもの様子、支援者
安曇野の教育界に、大きな影響を与えた岡村先生と
の願いなどをお聞きした。多くの 政界に大きな影響を与えた犬養首相とのつながりがわ
参加者は、名前は聞いたことはあ かる写真を、ぜひご覧下さい。

情報教育
小川
稔

先生
先生

（穂高東中学校教諭）

横山

（松本市立筑摩野中学校教諭）

▽講師

文徳

のＤＶＤ等、どれも好評だった。

リーム作り、障がい者理解のため

午後は実践等の紹介。アイスク

た参加者も多かった。

にもう一度研修を受けたいと感じ

ったけれど、訪れたのは初めて。

二十六名

（郷土文化財センター運営委員会）

▼参加者数

郷土の文化財㉘
信濃教育会南安曇部会編集
『岡村千馬太先生と犬養毅先生』

育
◇午前中は小川先生から、「子ど

松本を訪れた際の写真。前列右から 2 番目が岡村千
馬太先生。同４番目が犬養毅先生。
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第４８号

安曇野巡検行われる

史料を見させていただき、先人の

方々の工夫や、拾ヶ堰にかける思

私は今年度より安曇野市にお世

し、子どもたちに安曇野市のよさ

たことを、今後の教材研究に活か

だいたこと、触れさせていただい

「安曇野の歴史にふれて」

話になっており、地域のことをも

を伝えていきたいと思います。

今回の安曇野巡検で見せていた

いの強さを感じました。

ばれている。およそ二百年前から

っと知りたいと思い、安曇野巡検

～安曇野の魅力発見～

現在まで、拾ヶ堰が安曇平に果た

に参加させていただきました。今

七月十一日、安曇野巡検が実施
している役割がいかに大きなもの

回のテーマの通り、「目で見て、

された。
「安曇野に誇りをもち、安曇野
であったのかを、詳しく学ぶこと
続いて、梓川サイフォンを見学

サーとディレクター所縁のお宅で
ある。両家のご主人には様々な文
献や実際に使われたと考えられる
道具等々ご用意いただいた。孫一

いものを見ることができました。

今まで教科書でしか見たことがな

らの取水、梓川サイフォンなど、

りました。
「目で見る」では、奈良井川か

いただき、とても貴重な体験とな

を好きになる子ども達」を育むた

かじまわへい）の生家にお邪魔し

触れて」拾ヶ堰について学ばせて

した。地方事務所の方から、模型

だいた。大正時代のサイフォン工

た。一大事業の言わばプロデュー

ができた。

た素材研究をすることが今年度の

事では、当時管理者の黒岩重義（く

の測量を何度も繰り返さなければ

離を測量するためには、短い距離

がわかりました。一方で、長い距

でしたが、正確に測量できること

いただきました。シンプルな道具

プリカを使って測量を体験させて

ヶ堰の工事で使われた測量器のレ

「触れる」では、二百年前の拾

ありました。

こそ伝わってくるものがたくさん

取水の音や迫力、サイフォンを作
郎や輪兵衛に関わる貴重な品々を
手に取って観ることができ、また、 る際に地面を削ったことでついた
掘削機の傷など、実際に見たから
興味深いエピソードを聴くことが

できた。
拾ヶ堰は平成一八年に「疎水百
選」に選定されている。「世界の
灌漑」として日本が推薦する十一
の堰の一つでもある。
安曇平にくらす人々の今を支え
ている拾ヶ堰は、郷土の貴重な文
化遺産でもある。その保全は全て
の住民の課題であろう。心無い行
為による堰内のごみを取り除くた

際に使われた測量器など、貴重な

の工事に関する当時の古文書や実

ならず、根気のいる大変な作業で
めに、決して少なくない費用と労
力が、毎年投じられているという。 あることがわかりました。また、
等々力さん、中島さんには拾ヶ堰
こうした問題点も、教材化の視点

の一つにできればと思う。

実技講習会の報告や写真を拝見
し、それぞれの講座で充実した研
修が行われた様子が伝わってきま
した。先生方が驚いたり、笑った
り、考えこんだりする、普段とは
またひと味違う表情が目に浮かぶ
ようです。二学期がスタートし、
それぞれの学校に、児童生徒の元
気な顔が戻ってきました。生徒に
負けない笑顔で、教職員も毎日を
過ごして行けたらいいですね。

編集後記

め、拾ヶ堰を見学し、実感を伴っ
ねらいである。今年も各校から多
を用いた実験も交え梓川サイフォ

から拾ヶ堰誕生の地形的背景とな
ろいわしげよし・烏川村長）が工

ンの仕組みを詳しく説明していた

った「複合扇状地」を俯瞰するこ

事失敗の時に自害するための短剣

まず、長峰山に向かった。山頂

とが目的である。その後島内へと

野

教

くの参加者が集った。

下り、拾ヶ堰の取水口とゲート管

を懐に、臨んだという。奈良井川

きまごいちろう）と中島輪兵衛（な

午後は、等々力孫一郎（とどろ

的であった。

て実感している参加者の姿が印象

事が偉業であったことをあらため

実験や体験を通して、拾ヶ堰の工

で測量し終えたといわれている。

の方法で十数キロを二十日足らず

らくらろくろうえもん）らは、こ

いて体験した。平倉六郎衛門（ひ

測量方法を当時と同様の道具を用

難関であった。また、江戸時代の

江戸時代の工事においても最大の

梓川を横切らなければならない。

の水を安曇平にもたらすためには

理室を見学した。長野県拾ヶ堰土

だいた。拾ヶ堰は「命の水」と呼

望に至るまで具体的にご講義いた

歴史から現在の課題、将来への展

地改良区の方を講師に、拾ヶ堰の

曇
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