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平成 21 年度 コア施設運営委員会 施設管理運営状況

（平成21年10月１日～3月31日）

塩田の里交流館「とっこ館」は平成21年10
月１日オープンし、田園空間博物館の総合案内

所として管理運営に取り組んでまいりました。

塩田平の稲作とため池・養蚕が広く行われた

農村文化、中世を中心に栄えた仏教文化、そし

て大地や水の信仰から生まれた豊かな里を地

域住民はもとより都市住民に癒しと交流の場

として提供し、イベント等も下記のとおり行い、

体験の間を使用した料理講習会等では、佐久市

や千曲市の方々にもご参加いただきました。 〔塩田西小学校 ため池学習会〕

【運営管理状況】

1 施設見学・視察の受入

平成21年度は、14団体（県外では、富山県・静岡県 県内では、長野県庁・北安曇地方

事務所など）の視察研修が行われ、会長・副会長・事務局などで施設内を案内・説明をし

ました。

2 田園の里交流協定の締結

平成22年2月25日に、静岡県掛川市にある「南遠州
とうもんの里総合案内所」を運営管理している「ＮＰＯ

法人とうもんの会」と田園の里交流協定書を結びました。

今後は、互いの施設間交流を深め、地域の活性化に結び

つけていきたいと思います。

3 「とっこ館だより」の発行（6 回）

「とっこ館だより」として、西塩田地区内は回覧で、また塩

田地域は公民館だより（毎月16日発行）などで、イベント案
内・館内展示会を広報しました。

その他、信濃毎日新聞・東信ジャーナル・信州民報・週刊上

田・ＵＣＶなど取材・内容掲載をお願いしました。
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4 とっこ館企画イベント内容

そば打ち体験 ５回（参加者56人）
おやき・お菓子づくり １回（参加者22人）
ひな祭りお茶席 １回（参加者22人）
五平餅づくり １回（参加者19人）
甘酒づくり １回（参加者21人）
ひな飾り

2月20日～3月14日展示（延べ716人）
卒業作品と卒園作品展示

2月24日～３月15日まで（延べ521人） 〔そば打ち体験〕

〔民話の語り〕 〔ひな飾り展示〕

5 とっこ館来館者数

平成21年10月1日から平成22年3月31日までの来館者数です。
年 月 市内 県内 県外 合計 備 考

21 10 1,269 172 180 1,621 民話フェスティバル・視察研修

11 978 117 130 1,225 すぐりの里・直売所・視察研修

12 763 7 2 772
22 1 571 8 0 579 別所温泉魅力創生協議会

2 1,004 10 3 1,017 手塚広報大賞報告会

3 1,164 13 17 1,194 イベント・会議

合 計 5,749 327 332 6,408

6 その他の活動

館内清掃作業（年5回）、除雪作業（年2回）、植木剪定作業（年10回）
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平成 22年度 コア施設運営委員会 施設管理運営計画

1 地域づくり連携事業「上小地域」による特別事業の実施

（財）長野県市町村振興協会から助成を受け、とっこ館とその

周辺を会場とした「第1回とっこ館秋まつり」を実施します。
また、静岡県「南遠州とうもんの里総合案内所」との交流も行

います。

2 田園空間展示事業

情報の間・休憩スペースなどでイベント・展示会を開催し、地域の情報発信をします。

日付 内容 延べ人数

4/3～5/30
古民家の模型

・模型の大きさ 縦40㎝・横50㎝・高さ40㎝
939人

4/3～5/30
東馬焼展

・江戸時代末期、平井寺の庄屋、林東馬が窯元
939人

6/5～7/5
絵本を紙芝居に

・水彩画で、やさしいタッチで描かれている作品
720人

6/5～7/5
ビーズStory たくさんのきらめきから
・ビーズのきらめきが素敵な創作作品などを展示

720人

6/1～7/5
大行満・願海和尚の直筆「雨乞のぼり」

・直筆の幟（長さ4.4m・幅60㎝）を2本展示
720人

7/5～8/8
つるし飾りサミット in別所温泉
「塩田てづくなの会」・「丸子つるし飾りの会」作品

2,212人

8/14～9/11
和方信子さん洋画展

・東信(上小)美術会「上田市長賞」作品他
872人

9/17～9/27
ベトナム古陶磁展

・磁器研究家 大森 一夫さん 作品
267人

〔東間焼展〕 〔つるし飾りｻﾐｯﾄ in別所温泉〕 〔ベトナム古陶磁展〕
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日付 内容 延べ人数

10/1～10/20
手塚写友会作品展

・手塚地区の知られざる文化財等
681人

10/23～10/24
民話フェスティバル

・手塚「魚とり大会」も同時開催
576人

10/31～11/1
第1回「とっこ館秋まつり」開催
・地域づくり連携事業（上小地方事務所・青木村）

1,245人

〔民話フェスティバル〕 〔手塚「魚とり大会」〕 〔とっこ館秋まつり〕

3 企画イベント事業

毎月2回以上の料理教室や、文化的・娯楽的な地域交流のイベントの開催をする。
（例

・ 料理教室（ちまきづくり・米粉料理・おやきづくり・そば打ち・うどん打ち・味噌・

豆腐づくりなど）

・ 夏休み子供体験「田舎であそぼう！」（真田歴史館・真田太平記館・とっこ館、館合

同企画）

・ リンゴ・ぶどう・トマトなどの加工教室、とうもんの里の「新茶販売」

・ サマーウォーズＤＶＤ視聴会（収穫祭時上映）

・ 林業体験（茸菌打ち、炭焼き）、民話・伝説の語り、陶器鑑定会

H22体験事業実施状況
日付 内容 参加者数 備考

4/25 柏餅・ちまきづくり 25名 佐久市、市内

4/29 東馬焼き鑑定会 10名 市内

5/23 米粉パン作り 15名 市内

5/30 米粉パン作り 15名 佐久市、長和町、市内

6/6 お焼きづくり 30名 市内

6/12 俳句会 16名 市内
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日付 内容 参加者数 備考

6/22 アロマ塾（第1回） 15名 千曲市、市内

6/26 そば打ち体験 11名 市内

7/4 チーズケーキづくり 22名 市内

7/18 うどん打ち体験 20名 市内

7/27 アロマ塾（第2回） 15名 千曲市、市内

8/1 おやきづくり 35名 市内

8/8 大太巻き寿司づくり（第1回） 41名 市内

8/24 アロマ塾（第3回） 18名 千曲市、市内

8/29 トマト調理教室 9名 市内

9/5 簡単パン作り（2回） 41名 長和町、市内

9/12 豆腐入白玉だんご 19名 長和町、市内

9/21 お月見の宴茶会席 30名 市内

9/26 そば打ち体験 9名 市内

9/28 アロマ塾（第4回） 16名 千曲市、市内

10/3 不思議シューマイづくり 16名 市内

10/9 大太巻き寿司づくり（第2回） 13名 長和町、市内

10/17 米粉でピザづくり 29名 長和町、市内

10/26 アロマ塾（第5回） 15名 千曲市、市内

【体験事業】

〔ちまきづくり〕 〔そば打ち体験〕 〔米粉パン作り〕 〔西塩田保育園児〕

【各種講座】

〔ふるさと学習会〕 〔ため池学習会〕 〔ホタル観察会〕 〔ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｶﾞｲﾄﾞ〕


