
公民館だよりは令和2年度より各戸配布から回覧になりました。
また、今月末の真田有線放送終了によりスピーカーから流れていたお知らせがなくなります。

真田中央公民館では、地域の皆様にとって親しみやすい事業を企画しております。
ご案内やお知らせは次の①～③の方法でご確認いただき、今後もぜひご注目いただくようお願いいたします。
公民館主催イベントへの皆様の積極的なご参加をお待ちしております。

①公民館だより
【隣組回覧 毎月16日発行】
【公共施設への配置 ご自由にお持ち帰りができます】
現在配置してある主な施設・・・市内９公民館・真田地域自治センター・真田図書館・ゆきむら夢工房

真田地域内放課後児童クラブ・担い手研修センター・社会福祉協議会・真田体育館

②真田中央公民館 Facebook
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞＱＲコード ＱＲコード

（フォローやいいね！もお願いします） （真田地域の情報配信を選択☑してください）

編集・発行 真田中央公民館
〒386-2201 上田市真田町長7199-1
電話 72-2655   FAX 72-8133
有線真田2097・2244
メールsanadak@city.ueda.nagano.jp

真田中央公民館だより

真田中央公民館だより 令和5年３月１６日号（第1２号） 裏面もご覧ください

←ホームページ
QRコード

←フェイスブック
QRコード

令和5年３月１６日号（No.1２）

回 覧

春の菅平高原で、火起こし体験やお昼ご飯作り、
春探しの散策を楽しみませんか？

参加者募集

◆日 時 ：４月２９日（土）
午前9時２０分～午後3時まで

◆集合場所：真田保健センター前に午前9時２０分集合
※バスに乗って菅平高原へ移動します。

◆内 容 ：午前火起こし体験、ピザ、野菜スープ、
青竹クーヘン作り

午後春探しの散策
◆対 象 ：小学生以上、家族での参加も大歓迎
◆定 員 ：２０名（先着順、定員になり次第締切）
◆費 用 ：大人1,500円、中学生以下500円
◆持 ち 物 ：外で動ける長袖・長ズボン、帽子、防寒着、

カッパ、タオル、軍手、飲み物
◆講 師 ：NPO法人やまぼうし自然学校
◆申込 み ：３月２０日（月）から４月２６（水）までに、

真田中央公民館（℡７２－２６５５）へ
お申込み下さい。

※悪天候の場合は中止となります。

③上田市配信メール・公式LINE による真田地域情報の配信

３月５日（日）真田体育館にて４年ぶりに分館交流
卓球大会が行われました。１８チーム３５０人余りの
皆さんにご参加いただき、無事に開催できました。
大会運営にご協力いただいた真田町体育協会

卓球部と分館役員の皆さん、ありがとうございました！

２月２６日（日）真田中央公民館大ホールにて、講師
に平山優氏をお迎えし講演会が行われました。

たくさんの皆さんが講
演会に足を運んでくださ
り大盛況でした。

講演会準備に、ご協
力いただいた皆さん、あ
りがとうございました！

↓配信メールQRコード ↓上田市公式LINEQRコード



場所 団体名（順不同） 内容

福
祉
セ
ン
タ
ー
他

コーラス真田 コーラス
真田町郷土史研究会 郷土史学習
真田町舞踏連合会 舞踏
信州真田六文銭太鼓保存会 和太鼓
ばれんの会 版画制作
木彫クラブ 木彫作成

場所 団体名（順不同） 内容 第何週目 曜日 時間帯

真
田
中
央
公
民
館

月琴会 大正琴 第１・３・４ 月曜日 午後
真田絵画クラブ 絵画製作 第１・３ 水曜日 午後

真田ヨガサークル ヨガ 毎週 木曜日 午前

真田書道教室 書道 第２・４ 火曜日 午前
真田町写真クラブ 写真撮影技術・製作 毎月１０日 夜間
傍陽書道クラブ 書道 第２・４ 火曜日 午後
ｌｏｖｅ ｂｏｏｋ うえだ 本の話 第２ 日曜日 午前

荻元社中 舞踊
第２・４ 火曜日 午前
第１・３ 日曜日 午前

真田いけばなクラブ いけ花 第２・４ 土曜日 夜間
古文書を読む会 古文書の勉強 第４ 木曜日 午後
筋力トレーニング 筋力トレーニング 毎週 月曜日 午後
やまぼうし つるし飾りや和小物作製 第３ 金曜日 午後
真田9条の会 学習会 不定期
上田市民吹奏楽団 吹奏楽 毎週 月・土曜日 夜間
真田町陶芸クラブ 陶芸作品製作 第１・３ 土曜日 午後

山家の会 ボランティア活動のための練習
第２ 火曜日 午後
第２・３ 木曜日 午後

差し色の会 かごバック作成 第２・３ 木曜日 午後
和の会 着物の着付け 第１・３ 木曜日 午後

おとぎの会 朗読・絵本の読み聞かせ・人形劇 不定期

自力整体同好会 整体 第４ 水曜日 午前

場所 団体名（順不同） 内容 第何週目 曜日 時間帯

本
原
担
い
手
研
修
セ
ン
タ
ー

ＤＳマーチ 社交ダンス 毎週
金曜日 午後～夜間
土曜日 午前

ベリー 社交ダンス 毎週
木曜日 午前
土曜日 午後

中原卓球クラブ 卓球 毎週 土曜日 夜間
白樺ダンスサークル 社交ダンス 毎週 水曜日 夜間

フォークダンス かりがね フォークダンス 毎週
月曜日 午前
金曜日 午前

ステップワン 社交ダンス 毎週 木曜日 午後～夜間

真田中央公民館だより 令和5年３月１６日号（第１２号） 表面もご覧ください

文化活動や生涯学習を始めるきっかけとして、現在、真田町文化協会に所属する団体、真田中央公民館及び
本原担い手研修センター等を利用している社会教育団体を紹介します。
興味ある活動がありましたら、真田中央公民館（電話 ７２－２６５５）へお気軽にお問い合わせください。

↑【 第３回 バスハイク 】
菅平牧場へ行きました

５月より始まった令和4年度の「親子かるがもひろば」が3月3日で終了しました。初めて参加する方や、弟妹の
お子さんと再び参加して下さる方も皆さん楽しんで参加されていました。
「親子かるがもひろば」は令和5年度も募集予定です。詳しくは、4月１６日発行の「真田中央公民館だより」
４月号に掲載します。

↑【 第４回 楽しい水遊び 】
野菜スタンプで作品作りも！

↑【 第７回 物づくり 】
自分の作業に集中！

↑【 第９回 そり遊び 】
みんなで一緒にそり遊び♪


