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－１－

ま～ゆ1年のあゆみ

2018年
11月
 11 日 “１7 周年総会＆ま～ゆまつり„：西部公民館 

〃 会報111号発行

20日 廿日市会議：ささらの湯

25日 味噌用大豆刈倒し：平井寺

30日 世話人会：寿限無

12月
2日 ま～ゆ秋和田んぼ 堆肥撒き

9日 会報印刷(きよちゃん・ごんべえ・にゃんこ先生・都々平)

：寿限無

10日 ま～ゆ市｢今年を振り返って語り合い｣：中央公民館

〃 会報112号発行

〃 味噌プロジェクト大豆の脱穀：平井寺

16日 廿日市会議：みんなの家

21日 餅つき準備：寿限無

22日 千葉大学小孟・トッティ他学生・とま～ゆについて意見交換会

23日 餅つき大会：寿限無

24日 世話人会＆クリスマスランチ会：コラボ食堂

28日 会報編集会議：寿限無

2019年
1月

12日 繭玉ま～ゆ市｢お年玉福引抽選会｣：西部公民館

20日 味噌プロジェクト大豆の選別：寿限無

26日 レクリエーションチーム年間計画作成(今井・きよちゃん・ミーすけ・

じゅんちゃん・都々平・にゃんこ先生・ねこ・ごんべえ)：寿限無

31日 世話人会：寿限無

2月
8日 会報印刷(いっちゃ・コクボ・ヒデさん・かっとまん・ミーすけ・都々平)：寿限無

 10 日 ま～ゆ市｢ミニトーク“私のモットー・生きる指針„｣：中央公民館 

〃 会報113号発行

13日 ま～ゆパンフ作成について相談（ひなちゃん・ケセラ）

20日 廿日市会議：陶吉宅

28日 世話人会：寿限無

3月
3日 会報編集会議：寿限無

7日 ま～ゆ活動紹介展示用パネル作成

（都々平・ケセラ・ヒデさん）寿限無

10日 ま～ゆ寺子屋“世界の自然と人々の暮らし

｢日本の里山｣„(いっちゃ)：市民プラザ・ゆう 

〃 ま～ゆ市：中央公民館

〃 廿日市会議：みんなの家

13日・14日 ま～ゆパンフ作成打ち合わせ（ひなちゃん・ケセラ）

18日・23日 みんなの家｢バーベキュー炉作り｣：みんなの家

21日 ピースフェスタ in うえだ会場にま～ゆ活動紹介パネル展示

（かっとまん・にゃんこ先生・やよい・ケセラ・殿下）



－２－

22日～27日 味噌プロジェクト仕込み(準備･片づけを含む)：寿限無

28日 世話人会：寿限無

31日 レクリエーションチーム サイクリング下見(ねこ)

4月
1日 ニュー秋和菜園スタート

3日 みんなの家オープンスタッフ会：みんなの家

7日 お花見ま～ゆ市：千曲公園

13日 味噌プロジェクト大豆畑耕うん：平井寺(６月９日まで４回)

19日 会報印刷(殿下・小孟・ヒデさん・ごんべえ・都々平)：寿限無

20日 カフェま～ゆ廿日市 オープン｢餅つき｣｢陶芸教室｣：みんなの家

〃 会報114号発行

21日 ま～ゆ寺子屋｢消費税学習会｣(色平哲郎氏)：市民プラザ・ゆう

24日 世話人会：寿限無

25日 映画Tomorrow スタッフ会：寿限無

5月
2日 トランジションタウンジャパン竹内良一・幸子夫妻と懇談

(ヒデさん・ケセラ・都々平)：寿限無

6日 編集会議：寿限無

8日 世話人会＆慰労会：雲渓荘

10日 廿日市会議：みんなの家

〃 ま～ゆ市｢連休で思い出に残ったこと｣を話し合い

:中央公民館

〃 廿日市会議：みんなの家

15日 みんなの家 井戸の流し台作り・廿日市設営･掃除：みんなの家

19日 地域通貨＆ま～ゆの研究報告会

(千葉大学大学院小孟＆学生)：市民プラザ・ゆう

20日 カフェま～ゆ廿日市｢陶芸教室｣：みんなの家

19日・20日(岡山から)小川孝雄さん・赤澤輝彦さんま～ゆ視察＆交流会

：寿限無＆みんなの家

23日 レクリエーションチーム“サイクリング in 松代„ 

28日 世話人会：寿限無

30日 映画Tomorrow スタッフ会：寿限無

31日 東北大学大学院生ジェレミーさん、地域通貨ま～ゆについて

アンケート実施・視察と懇談

〃 映画Tomorrowチラシ5000枚発注(都々平)

6月
1日 ま～ゆ秋和田んぼ田植え祭

10日 ま～ゆ市

(小室節を披露=パレちゃん)：中央公民館

13日 長野大学地域づくりの社会学の授業で地域通貨体験ワークショップ実施

（ごんべえ、かっとまん、ヒデさん、パレちゃん、にゃんこ先生、ケセラ）

14日 映画Tomorrow試写会：西部公民館

17日 味噌プロジェクト大豆畑の石拾い・草刈：平井寺

〃 みんなの家｢囲炉裏の屋根工事・本棚作り｣・廿日市会議：みんなの家

18日 世話人会：寿限無

20日 カフェま～ゆ廿日市｢手打ちうどん体験｣：みんなの家



－３－

21日 映画Tomorrow スタッフ会：寿限無

〃 中央公民館利用者団体清掃（前期）ケセラ

22日 味噌プロジェクト大豆の種蒔き：平井寺

30日 会報115号発行

〃 ラクスル(株)よりま～ゆパンフ入荷

７月
6日 上田市民フェスティバルま～ゆ活動紹介パネル展示

(かっとまん・ケセラ)：中央公民館

7日 映画Tomorrow スタッフ会：寿限無

8日 味噌プロジェクト大豆畑の耕うん・除草：平井寺

10日 ま～ゆ市｢伝言ゲーム｣：中央公民館

〃 みんなの家｢囲炉裏の屋根工事・本棚作り｣

12日 廿日市会議：みんなの家

13日・21日 味噌プロジェクト大豆畑の草取り：平井寺

17日 会報編集会議：寿限無

20日 カフェま～ゆ廿日市｢たこ焼き体験｣(ツキトモ)

・ハーブの虫除けスプレーと化粧品作り(綾ちゃん)：みんなの家

21日 味噌プロジェクト大豆畑の草取り:平井寺

25日 世話人会：寿限無

26日 サテライト市長室で市長と懇談

（ケセラ・ヒデさん・リンちゃん・陶吉・ヒナちゃん）：みんなの家

29日 味噌プロジェクト大豆畑の草取り：平井寺

30日 映画Tomorrow スタッフ会：寿限無

31日 読売新聞横山記者にま～ゆ活動を説明：寿限無

８月
4日 廿日市会議：みんなの家

6日 映画Tomorrow スタッフ会：寿限無

9日 レクリエーションチーム｢風穴見学｣：別所野倉

 10 日 ま～ゆ市“生ビール大会„：吉崎酒店裏庭 

15日 みんなの家｢縁側作り｣

19日 映画Tomorrowスタッフ会寿限無

〃 会報印刷(ヒデさん・都々平)：寿限無

20日 カフェま～ゆ廿日市｢流しそうめん｣・｢ま～ゆ楽校｣：みんなの家

〃 会報116号発行

22日 上映会用会場看板作製（都々平・ヒデさん・ケセラ）

：寿限無

25日 映画Tomorrow上映会：西部公民館

27日 世話人会：寿限無

29日 味噌プロジェクト大豆畑の草取り：平井寺

〃 会報編集会議：寿限無



－４－

30日･31日ま～ゆドキュメンタリー制作について打ち合わせ会

岡山市（小川さん･小孟･かっとまん･ケセラ）

9月
1日 ま～ゆ総会の会場予約申請書提出（ごんべえ）

3日 廿日市会議：みんなの家

5日 Tomorrow上映会結果報告書提出：上田市教育委員会

6日 映画Tomorrow振り返りの会：寿限無

10日 ま～ゆ市｢映画Tomorrow｣感想話し合い：中央公民館

１７日 映画Tomorrowスタッフ慰労会：香吃大食堂

〃 みんなの家｢下駄箱作り｣

19日 ま～ゆドキュメンタリー制作スタッフ会：寿限無

20日 カフェま～ゆ廿日市｢ＡＭＡＮＡ平和コンサート｣：みんなの家

24日 世話人会：寿限無

10月
2日 ま～ゆドキュメンタリー制作スタッフ会：寿限無

〃 中央公民館利用者団体代表者会(ケセラ)：中央公民館

5日 ま～ゆ秋和田んぼ 稲刈り

9日 ま～ゆ秋和田んぼ 脱穀

7日 映画「月の輪古墳」「シネマトリップ月の輪古墳から始まる旅」試写会市民プラザ・ゆう

10日 ま～ゆ市｢モアラと一緒に歌いまＳＨＯＷ｣(健ちゃん彩ちゃん)：中央公民館

11日 ま～ゆ秋和田んぼ脱穀

18日 会報印刷(アンジン・ケセラ・ヒデさん・都々平)：寿限無

20日 カフェま～ゆ廿日市｢のぽんて紙芝居｣：みんなの家

〃 会報117号号発行

22日 世話人会：寿限無

25日～２７日 「坂城クラフト展」取材＆撮影(小孟)

30日 廿日市会議：みんなの家

〃 中央公民館利用者団体後期清掃(ケセラ)

31日 レクリエーションチーム｢北国街道を歩く｣屋代→篠ノ井

11月
1日 会計監査(かっとまん・まるちゃん)：上野丘公民館

 2 日 川辺町ご近所サロン“縁が輪„勉強会でま～ゆ活動を説明 

(都々平・ミーすけ)：川辺町会館

6日 会報編集会議：寿限無

蚕都くらぶ･ま～ゆという上田地域通貨モノコト交換制度は､地域で暮らすひとびとがお互い

に助け合って楽しく暮らすための制度です。

私たちは､この地域の豊かな自然やひとびとの知恵･技術･経験･人柄を地域の宝と考えます。

その宝を活用することで､より豊かな地域と人間関係を目指しています。

蚕都くらぶ･ま～ゆは､地域通貨を使って人と地域をつなぐシステムです。

❖ 人と人との新しい関係が生まれます。

❖ 自分の能力を再発見できます。

❖ 人が活き活きすることで､地域が元気になります。



 


