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    松本大学 白戸研究室・畑井研究室・向井研究室  TEL 0263-48-7200(代表)    

 

2020 年 6 月 19 日 

報道関係各位 

 

学生による地域の情報発信の試み 

情報誌「あやめ」について 

 
 

梅雨の候、貴社ますますご清祥のこととお慶び申しあげます。日頃は大変お世話になっており

ます。 

さて観光ホスピタリティ学科の卒業研究（白戸）では、上土町の「カフェあげつち」を拠点に

観光やまちづくりに取り組んでいますが、コロナ感染の予防を優先し、5 月から遠隔講義にてゼ

ミを行っています。3 年次より情報発信を通じたまちづくりをテーマとして取り組み、マップ等

の作成を目指していました。しかし、現状では学生が直接街に出向いて活動することや観光客を

意識した情報発信も難しい状況に置かれています。しかし、一方でコロナ禍において学生自身が

家に閉じこもり、孤立を経験したことから、人と人をつなぐことの大切さを当事者として痛感

し、学生はより強くまちづくりに関わりたい思いを募らせています。 

 

以上から遠隔で行われるゼミの活動の中で学生たちが話し合い、非接触で人と人を結び付ける方

法として、5 月末より、街の情報を掲載するミニコミ誌を作成しています。高齢者から若者まで街の情

報を共有できる手段として考えられたミニコミ紙は、「あやめ」と名付けられ、隔週で発行しています。

「あやめ」とは花ことばで「よい便り」「メッセージ」という意味です。 

 

遠隔で情報を収集と編集を行い、町内の回覧などや店舗においてもらい、まちに関わる人たちに

上土の現状などを届けています。SNS やメール、携帯などの様々なコミュニケーション手段がある中

で、紙媒体を選んだのは年代などを越えて多くの人々につながっていきたいという思いからです。 

長く地域と連携してまちづくりに取り組んできましたが、素朴ながら確実に人と人を結び付ける情

報誌の発行を通じて、今後もまちづくりに取り組んでいきたいと考えています。詳しくは添付の 1～3

号をご覧ください。 

 

大変お急ぎしいところ誠に恐縮ではございますが、ご紹介いただきたくお願いいたします。なお、

遠隔講義を実施していることもあり、どのように学生に対して取材をしていただけるかはご相談させて

いただきます。 

 

 

 

敬具 
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あやめ あやめ 

 

上土の情報を発信します 

こんにちは、松本大学白戸ゼミです。地域やお店の情報、地域の
皆さんから提供していただいた話題など様々な情報をお届けするミ
ニコミ誌『あやめ』を発行します。 
 あやめの花言葉には「良い便り」「メッセージ」という意味があ
ります。私たちも地域の皆さんに良い便りやメッセージをお届けで
きるようにとの願いを込めて『あやめ』と名付けました。 
 新型コロナウイルスなどの影響で暗い話題が多い中ですが、一緒
に上土を盛り上げていこうと思いますので、どうぞよろしくお願い
します。 
 

意見を募集しています 

白戸ゼミでは『あやめ』に掲載する情報を募集しています。お店
のテイクアウト情報や「○○やっています」「△△に困っていま
す」などお店の情報だけでなく、生活していく中での共有したい悩
みなど幅広く募集中ですので気軽に情報をお寄せください。 

 
 

白戸ゼミ紹介 

私たちはこれまで、夏の草刈りや市民祭、えびす講、各種学習会
などに参加してきました。また、松本駅西側の巾上地区でも活動を
しており、小学校での焼き芋大会など子供達と多く関わっています。
地域の皆さんが快く受け入れてくださっていることで、とても楽し
く活動ができています。 
 新型コロナウイルスにより、交流が減っているからこそ『あやめ』
を発行します。『あやめ』をみて、地域や私たちを身近に感じても
らえたら嬉しいです。新型コロナウイルスに負けず、一緒に頑張っ
ていきましょう！ 

発行：松本大学 白戸ゼミ 

 

☆募集方法：カフェ上土に設置してある回収 BOX に投函 
応募用紙は回収 BOX 近くに置いてあるものに記入し
ていただくか、自宅で紙に記入したものをお持ちくだ
さい。 
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あやめ 

入山辺野菜市を開催しています！               
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

今回のお店情報 「平出酒店と８オンス」                
 
場所    ：平出酒店＆８オンス（松本市大手 4 丁目 10 番 13 号） 
営業時間  ：9 時～22 時 
定休日   ：日曜、祝日  
ホームページ：http://www.hiraide.biz 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

発行：松本大学 白戸ゼミ 

こんにちは。松本大学白戸ゼミです。今回の「あやめ」では、野菜市の情報と、上土のお店情報につい
てお届けします！ 

場所：カフェ上土前 日時：毎週木曜日 時間：15 時～ 
 
６月４日の野菜市では、以下の商品を予定しています。 

・ブロッコリー ・レタス ・フキ ・小松菜 ・トマト大玉（島立産） ・玄米 ・もち米  
・（※）小梅 

※育成具合によっては出荷できない場合があります。 

※書いてある野菜は、日によって変わる場合がございます。 

※小梅については予めご連絡いただければ予約としてご用意出来ます。 

 但し、６月第一週目がピークなので、それ以降は少なくなってきます。 

予約先：鈴木さんの奥さんまたは入山辺地区地域づくりセンター（0263-32-1389）平林まで 

入山辺の農家
さんが持ち寄っ
た、新鮮な野菜
がいっぱい！ 
ぜひお越しくだ

さい！ 

平出酒店と 8オンスでは、 
ウイスキー、日本酒の量り売りを行って
います。 
外出を控えめに、ゆっくり自宅でおいし
いお酒をどうぞ！ 
詳しくは下記の QR コードにアクセスし
てください！ 
 

意見を募集しています                  

白戸ゼミでは「あやめ」に掲載する情報を募集しています。お店のテイクアウト情報や、「○○やってい
ます」「△△に困っています」など、お店の情報だけでなく生活面での悩みなども募集中ですので気軽に情
報をお寄せください。 
☆募集方法：①カフェ上土に設置してある回収ボックスに投函。（用紙はボックス付近にあります。） 
      ②メール 
       アドレス：matsu.machi2020@gmail.com 
              件名  ：「あやめ意見応募」 

☆たくさんのご意見お待ちしています☆ 
 
 
 

※QR コードは（株）デンソーウェーブの登録商標です 

この QR コードは、アクセス解析のために Cookie を使用し

ています。 

アクセス解析は匿名で収集されており、個人を特定するも

のではありません。この機能は Cookie を無効にすることで

収集を拒否することができますので、お使いのデバイスの

ブラウザの設定をご確認ください。 

mailto:matsu.machi2020@gmail.com
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あやめ あやめ 

 こんにちは、松本大学白戸ゼミです。梅雨に入り、蒸し暑

い季節になってきました。新型コロナウイルスの影響でマス

クをしなければならない日々が続いていますが、水分の補給

をこまめにするなど熱中症に気を付けましょう。 

 今回は A3 用紙の両面に情報が載っています。 

 

 

 毎週木曜日の 15 時から行っている入山辺の野菜市ですが、開催場所が一部変更になっ

たのでお知らせします。 

第 1、3 木曜日：生坂村観光協会と合同で、上土ふれあいホール駐車場で開催します。  

その他木曜日はこれまで通り、カフェあげつち前で野菜市を行います。 

 地元で収穫されたおいしい野菜をぜひご堪能ください。 

 

 松本市中心街の上土町、縄手通り、緑町の店舗や 

街も魅力を伝えるホームページが開設されました。 

「まつもと お城下町 個×味×遊（コミューン）」

と称し、人と人を結ぶ「縁
えにし

」を大切にした商店街の

雰囲気を伝えています。 

個×味×遊（コミューン）は「こだわり（個）」 

「あじ（味）」「遊び心」を加えた、新たなエンター 

テイメントゾーンとしてお城下町を盛り上げるべ

く名付けられました。コミューンにはフランスにお

ける基礎自治体、すなわち地方自治体の最小単位の

意味があり、ダブル・ミーニングになっています。 

 プロジェクトリーダーである三村さんは、「ホームペ

ージには今後、ブログや写真コーナーなど様々なコン

テンツを増やしていきたい。地域の方にはサイトをぜ

ひ見て欲しい」と語ってくださいました。 

 ホームページには、各店舗のクーポンなどもあるので

ぜひご活用ください。 

 

今
回
の
情
報 

野菜市のお知らせ 

縁を結ぶ魅力発信 

想雲堂の紹介 

畑井ゼミのお知らせ 

発行：松本大学 白戸ゼミ 

上土ふれあい新鮮市 売り場変更のお知らせ 

まつもとお城
し ろ

下町
し た ま ち

の魅力発信 
「
個×

味×

遊
」
の
ト
ッ
プ
ペ
ー
ジ 

https://oshiroshitamachi.com 
この紙面の QR コードはアクセス解析のために Cookie を使

用しています。アクセス解析は匿名で収集されており、個人

を特定するものではありません。この機能は Cookie を無効

にすることで収集を拒否することができますので、お使い

のデバイスのブラウザの設定をご確認ください。 

これからの展望を熱く語る 

プロジェクトリーダーの三村さん 
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「あなたの縁を彩る『まつもと お城下町』の風」 

 お城下町の上土町、縄手通り、緑町の PR 動画が作成されました。 

YouTube に動画が上がっています。この機会に地域の魅力を再発見して

みてはいかがでしょうか。 

 

お城下町 【個×味×遊】イメージフーズアイディア募集をしています 

 それぞれの町をイメージするフーズ（食品・スイーツなど）に関するアイディアを募集

しています。採用された方は「お城下町お買物券」1 万円分がもらえます。地元ならではの

アイディアをぜひご応募ください。詳しくは、まつもと お城下町のホームページ・お知

らせより確認してください。 

 

場  所：松本市大手 4-10-15 

     松本ホテル花月 前 

営業時間：平日 15～22 時 

     休日 12～22 時 

定 休 日：月曜日 

店主からメッセージ「とにかくお店に来てみてください」 

2013 年に大正時代の看板建築の店舗をリフォームして開店

した古本喫茶です。松本市で古本喫茶の先駆けとなっている店内には、店主が数十年集め

セレクトされた本が並んでいます。 

 コンセプトは「本が読めて、コーヒーやお酒が楽しめるお店」で店内では食事をしなが

らゆったりと店主の集めた古本を読むことができ、お気に入りの本があればそのまま購入

していくこともできます。 

 Facebook にお店の情報が投稿されているので、確認してみてください！ 

 

取材と情報提供をお願い 

できるお店を募集しています 

お店情報 「古本喫茶 想雲堂」 

その他 

公式Facebook 

公式 YouTube 

チャンネル 

応募方法：matsu.machi2020@gmail.com に件名「あやめ意見応募」で送信 

又は、カフェ上土に設置してある回収ボックスに投函してください 

まちの人の声もお待ちしております。 
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こんにちは！松本大学畑井ゼミです。白戸ゼミと一緒に上土で活動しています。私たちは

“人とのつながり、愛着を生むまちづくり”をテーマにさまざまな取り組みを行っています。 

 

上土の風景のポストカードを作りました。これらは私達の撮影した写真に加え、まちの 

方々と一緒にチェキで撮影したものも使っています。普段言えないことなども、今だか

らこそポストカードで伝えてみませんか？ 

〇金額 

 5 枚セットで 350 円です。上記の素敵な絵柄の封筒に入っています。 

〇購入方法 

 以下のお店で購入できます 

カフェあげつち  茶房・酒房やったる 

ビューティーファッションみすず  増田写真機店 

 ぜひご購入ください。お土産にもぴったりですよ！ 

 

インスタグラムで上土の風景や情報を発信しています。あやめと連携してお店の紹介も

投稿する予定です。ぜひご覧ください。 

 

「インスタグラム agetsuchi_matsu」とインターネットで検索するか、 

こちらのコードをスマートフォンやタブレットで読み取ってみてくださ

い！ 

インスタグラム 

上土 photo でつながるココロ～あなたの想い、送ってみませんか？～ 

畑井ゼミからのお知らせ 

ポストカードと封筒 

（封筒の絵は田口勝さんの作品です） 
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