
  

西塩田東前山を歩こう （ふじの花・前山寺おはぎ 約６㎞コース） 
  ・日 時  ５月１２日（木） （予備日５月２３日（月）） 

集合時間 ８時４５分 出発９時  解散１２時 

  ・集合場所  塩田公民館第二駐車場 

  ・参加対象  どなたでも 

  ・定 員  ２０名 

  ・参 加 料  １，１００円（入館料・おはぎ・保険代） 

  ・受 付  ４月２５日（月）から公民館窓口または電話（０２６８－３８－６８８３）で 

（定員になり次第、締め切ります） 

 

 

回 
 

覧 
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掲載している事業は、コロナの感染状況等により中止になる場合があります。 

事業の変更・中止については「塩田公民館主催事業変更・中止のお知らせ」のページをご確認ください→ 

※雨天中止 また、コロナの感染警戒レベルが５以上の場合も中止とさせていただきます。 

尚、曇りなどの時は、雨具をご用意して参加してください。 

確認が必要な方は、塩田公民館までご連絡ください。 

 

「信州上田・塩田平かるた」販売します！！ 
 

塩田まちづくり協議会では、日本遺産に認定された文化財をはじめ、神社仏閣や自然、名物といった塩田平の魅

力等を題材にした「信州上田・塩田平かるた」をご希望の方に販売します。 

販売方法は次のとおりです。 

 

・販 売 価 格  １箱 １，７００円 

・販売対象者  塩田地域の住民の方 

・販 売 数  お一人１箱まで 

・販 売 時 間  ４月２５日（月）から 

平日の午前９時～午後４時 

・販 売 場 所  塩田まちづくり協議会事務局（塩田公民館内） 

        ※先着順で販売し、予約はできません 

        ※留守にしている場合がありますので、 

お出でいただく前にお電話（０２６８－ 

３８－８６００）をお願いします 

        ※受付簿に住所・氏名を記入いただきます 

・製 作 者  上田市日本遺産推進協議会・塩田まちづくり協議会 

・販 売 元  塩田まちづくり協議会 

 

≪塩田公民館職員の異動のお知らせ≫ 
 

信州上田・塩田平かるた 

参加者募集！! 健康づくりチャレンジ 
ポイント対象事業 

 

お知らせ！! 

【退職】 

松田利幸（社会教育指導員 青少年担当）

【新任】 

田口智弘（社会教育指導員 青少年担当）



 

 

 

 

 

 

 

 

塩田交番からのお知らせ ℡０２６８－３８－２５４１ 

人権教室と人権・青少年懇談会について 
 

・人権教室 

開催日時 ５月１３日（金）１９：００～ 

対 象 自治会役員（分館長、人権同和教育推進員） 

内 容 子どもの人権について 

講 師 長野県人権啓発センター 

人権啓発・相談員  寺尾 文子さん 

 

・人権同和教育懇談会 

  今年度は新型コロナウイルス感染拡大防止のため、人権同和教育推進員会議・研修会を中止とさせて 

 いただきました。それにより、自治会懇談会計画書の提出を遅らさせていただきました。 

  現在、調整を進めており、決まりましたら、各自治会推進員様に決定通知を送付させていただきます。 

なお、調整にあたり日程などの変更をお願いすることもありますので、御対応をよろしくお願いします。 

 

・青少年育成懇談会 

  人権教育懇談会と同様の理由で、今年度第１回の青少年育成推進会議（指導員会）を中止とさせていた 

だきました。そのため、自治会懇談会の計画に時間を要している自治会もございます。各自治会の指導員様 

と調整、連絡を取り合いながら、日程や内容をつめてまいりたいと思います。よろしくお願いします。 

親子ふれあい広場 
５月の予定 

①５月 ９日（月） 新聞紙であそぼ 

 ②５月１６日（月） わらべうたで楽しもう 

・場 所  塩田公民館 第３学習室 

・時 間  午前１０時３０分から１１時３０分 

・申込み  塩田公民館窓口または電話で 

※要予約、先着８組まで。 

公民館の利用について 
公民館の施設使用料は、有料を原則としています。た

だし、公共的な活動や、社会教育の振興を目的とした活

動を行っている団体については使用料を減免していま

す。 

この４月から、減免基準の見直しを行い、全公民館で

統一した事項により運用していくこととしました。各

公民館の窓口で利用に関する受付を行っておりますの

で、詳しいお話をお聞きになりたい方はお問合せくだ

さい。 

 

 

春の農繁期における交通事故防止 
 

 農繁期になりました! 機器の取扱いには十分に注

意するとともに、道路を走行する際は次の点に注意し

ましょう! 

 

①トラクター運転時のポイント 

 

・安全な速度 

 トラクターは重い装置を取り付けているため、「急」

が 

つく運転は、やめましょう。 

 

・傾斜地に注意! 

 坂道などの傾斜地は、転倒しやすく、危険です。 

 

・早期の危険察知 

 エンジン音により、周囲の物音が聞こえにくくなりま

す。 周囲の状況をよく観察し、事故を防ぎましょう。 

 

・夜間は早めのライト点灯 

 夕暮れ時や夜間は周囲が見えづらくなります。早め

にライトを点灯しましょう。 

 

➁農耕車の交通事故防止措置 

 低速車マークや反射材を取り付ける 

 シートベルトの着用と安全キャブの装着 

 ブレーキの連結の確認 

 

みんなのしおだ食堂 
 子どもたちに遊びの場を用意し、学習支援を行い、お

いしいお弁当を提供する活動です。皆様の参加をお待

ちしています。 

・日 時  ５月１５日（日）午前１０時～正午 

・場 所  山王山公園（上田市古安曽 3499） 

・申込み  塩田公民館まで（0268-38-6883） 

パソコン相談会 
５月１１日（水）午前９時３０分から１１時３０分 

 パソコンの操作で分からないことがあればお手伝い

します。予約不要。※新型コロナの感染警戒レベルが５

を超える場合は中止になります。 

長野県警察本部交通企画課から 

 



令和４年度 塩田公民館利用者団体一覧 
本年度、塩田公民館に登録をしている６３の学習グループです。 

参加・見学希望や詳細につきましては、塩田公民館 電話０２６８－38-6883 までお問合せください。 

団    体    名 種    別 使用日 団    体    名 種    別 使用日 

朝霧句会 俳句 第 4金 
塩田の食を 

楽しむ会 
料理 第 2火、他不定期 

アロハフラ  

マーリエ塩田 
フラダンス 第 2・４ 塩田民芸木彫部 木彫り 第 2・４土 

イルカの会 ヨガ 第 1・3水 信濃路を歩く会 ウォーキング 不定期 

上田・生と死を 

考える会 
生きがい 不定期 書を楽しむ会 書道 第 2・4金 

上田岳風会  

塩田会 
詩吟 第 1・3月 

信州上田 

あずき学舎 
料理 第 2又は第 3金 

上田子ども劇場 児童文化 不定期 親書会 書道 第 1・3金 

うえだ農と食の会 有機農業 第 1土 
新日本婦人の会 

上田支塩田班 
地域文化 第 4金 

Fの会 絵画 第 2火 ZUMBAサークル 
ダンスエクサ 

サイズ 
火 

大人のそろばん 

脳トレ 
脳トレ 

不定期（火又は水

で月 1回） 

太極拳グループ

「万里」 
太極拳 第 2・４火 

お豆研究会 料理 火 千鳳代会 民謡 不定期 

加藤書道同好会 書道 第 1・３木 つるし飾りの会 つるし飾り 第 2木 

空手同好会 空手 金・土 陶芸クラブ 陶芸 第 2水 

木彫りしらかば 木彫り 第 3月 
東信レクリエー 

ション協会 

レクリエーション 

普及 

不定期  

各月第 2週 

貴山観桜み社中 日本舞踊 不定期 
パッチワーク 

もめん 
手芸 第 1・3金 

コール塩田 合唱 第 1・３金 パドル体操 体操 金 

コカリナサークル

丸窓 
コカリナ 

①第 2木 

➁第 4土 
ハワイヨガ ヨガ 第 2・４土 

子育て英語サーク

ル Mother Goose 
子育て 第 2・4金 陽だまりキッズ 子育て・教育 第 2・４月 

こっこ塩田 
フォークダンス・ 

レクダンス 
月 ビビット 軽運動 第 2・３火 

こよみ食堂 料理 第 1木 飛躍の会 和琴 第 1・2火 

塩田 9条の会 平和学習 不定期 美 life ピラティス・習字 第 2日・第 1・３火 

塩田囲碁クラブ 囲碁 木 フィールヨガ ヨガ 火 

塩田英会話 英語 
①第 2・４月  

➁第 4木 

フォークダンス 

りんどう塩田 
フォークダンス 火 

塩田絵画教室 水彩画 第 1木 ぽこ あ ぽこ 合唱 第 2・4水 

塩田家庭婦人 

バレーボール 

リーグ会 

バレーボール 不定期 マジックサークル マジック 不定期 

しおだ孝情の月 書道 第 3金 ヤマンバの会 自然環境 不定期 

塩田五行歌の会 五行歌 第 2土 ヨガサークル ヨガ 火 

塩田スポーツ吹矢

フレンズ 
スポーツ吹矢 第 2・4水 楽陶会 陶芸 第 1・3木 

塩田太極拳同好会 太極拳 水 若葉会 書道 第 1・第 3水 

塩田平文化財 

保護協会 
文化財保護・調査 第 2金 笑ヨガ わっは ヨガ 第 1・３金 

塩田平民話研究所 民話 
①第 1・第 4水  

➁第 2土 

わらべうた 

あそびの会 
子育て 

①第 2金、 

➁第 4土 

塩田ダンス 

サークル 

社交・車いす 

ダンス 
第 4土 わらベビ 子育て・教育 

第 2・４水  

第 1・３火 

塩田童謡唱歌を 

歌う会 
合唱 第 2月    

 

 塩田公民館フェイスブック開設中！→→→ 

ぜひご覧下さい。フォローやいいねをお願いします！ 



上田市マルチメディア情報センター 
上田市下之郷 812－1 TEL39-1000 

URL: http://www.umic.jp/ 

        

 〒386-1433  上田市手塚792 TEL 0268-39-7250 　FAX 0268-39-7251

　E-mail　info@shiodanosato.jp   http：//www.shiodanosato.jp/

★ Excel初心者 2日間コース 
内容 表計算ソフト Excelの基本操作を学ぶセミナー

です。数値の入力と計算の基礎、基本の関
数、グラフの作成、データベースの基本操作を
学びます。（Microsoft365/2019対応） 

日時 ５月１９日、２６日（木） １３：３０～１６：００ 
対象 文字入力ができる方 
料金 2,500円、テキスト代別 1,320円 (計 3,820円) 
定員 １０名 （※要事前申込、申込多数の場合は抽

選） 
申込受付 ５月９日（月）までに、電話で。 
★ Photoshop超入門 
内容 画像処理ソフト PhotoshopCC に初めて触れる

方のための入門講座です。画像の色合いや
明るさの補正、不要なものの消し方、サイズの
変更、トーンカーブの基本などについて学びま
す。（CC2021使用） 

日時 ５月２０日（金） １３：３０～１６：００ 
対象 キーボード・マウス操作のできる方 
料金 １,５００円 
定員 先着１０名 （※要事前申込） 
申込受付 ５月７日（土）から、電話で。 
★ Filmoraでカンタン動画編集！ 
内容 動画編集ソフト「Filmora（フィモーラ）」を使って

動画作成を学びます。動画の切り抜き・切り替
え効果・テロップ作成・音楽の挿入などをし、
動画の書き出しまでを行います。 

日時 ５月２１日（土） １３：３０～１６：００ 
対象 パソコンで動画編集をしたい方で、文字入力

ができる方 
料金 １,５００円 
持ち物 USB メモリ 
定員 １０名 （※要事前申込、申込多数の場合は抽

選） 
申込受付 ５月９日（月）までに、電話で。 
★ スキャナー活用セミナー 
内容 写真や資料、名刺をスキャナーで読み取る方

法を学びます。OCR 機能、シートフィードスキ
ャナーや、ネガフィルムを通すだけの操作が
簡単なフィルムスキャナーも紹介します。 

日時 ５月２７日（金） １３：３０～１６：００ 
対象 キーボード・マウス操作のできる方 
料金 １,５００円 
定員 先着５名 （※要事前申込） 
申込受付 ５月１３日（金）から、電話で。 
 

1 「里山を唄いましょう！」 

   ５月１２日（木） １０：３０～１１：３０ 

   講師：平林美香さん 参加費：５００円 

   コロナ対策として人数を制限して実施。要予約 

2 「ステップで転倒防止や体力作り」  

５月１２日（木）・２６日(木) １４：００～１５：００ 

講師：小林路子さん 参加費：５００円 

3 コカリナアンサンブル「とっこサークル」 

５月８日（日）・２２日（日） １３：００～１６：００ 

   講師：阿部ふさ子さん  参加費：５００円 

   ✽初心者の方、大歓迎です！ 

4 「脳活性化ゲームで楽しみましょう」 

   ５月２日（月）・１６日（月） １０：３０～１２：００ 

講師：ビックリ箱の会 ＊持物：飲物・タオル 

参加費：５００円（付添いの方は３００円） 

5 とっこ館俳句会（紙上俳句会） 

選者：若泉真樹さん 

   ✻５月１０日（火）までに、当季句３句を投句 

6 おりがみ教室 

５月２１日（土） １０：００～１２：００ 

講師：とっこ館おりがみ研究会 

参加費：５００円 （材料費込み） 

7 塩田平ボランティアガイドの会  

５月５日(木) １９：００～２１：００ 

8 生花教室 

   ５月１３日（金）１４時～１５時３０分 

   講師：山崎睦子さん（草月流） 

   参加費：２０００円（材料費込み） 

9 とっこ館！からだも心もスッキリ体操 

   ５月１３日（金）・２０日（金） １０：３０～１１：３０ 

   講師：石田久美子さん 

   参加費：３００円 

   持ち物：タオル・飲物 

   ✽ある方はヨガマット（とっこ館でも用意あります） 

10 ゆったり体操 

   ５月５日(木) １０：００～１１：００（連休中の為変更 

   あり） 

   講師：坂田洋子さん 

   参加費：３００円 

   どなたでも楽しくできる体操です 

1１とっこ館茶懐石勉強会 

   ５月１２日(木) １０：００～１３：００ 

   講師：齊藤宗和さん 

   「季節の食材を楽しむ」 

   参加費：１０００円 材料費は別途でいただきます 

   定員：１０名 申込締切：５月９日（月） 

   持物：エプロン・マスク・三角巾・タオル 

12 「お菓子作りから商品化へ」入門講座 

   日時：初回５月１６日(月) ９：３０～１２：００  

   全１０回。毎回第３火曜日を予定していますが 

   変更も   あります。 

講師：講習内容によってそれぞれ変わります。 

   参加費：１０００円（材料費込み）/回 

   持ち物:筆記用具・エプロン・三角巾・持帰り用 

   容器 

   申込受付:４月２２日～５月８日まで 定員：１０名  

田園空間展示 

  「おりがみ展示 春を満喫！！」 

  竹内栄子さんの作品 

  展示期間：～5月末 

 

http://www.umic.jp/

