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真田地域自治センタースタート＆ゴール
上田市民割引参加料

上田市民小中学生以下は

1,000円に割引！ 参加費無料です！
【コース順路】
真田地域自治センター9：00スタート→御屋敷公園（真
田氏歴史館入場無料特典付き）→真田氏本城跡→長
谷寺→山家神社→古城緑地公園→一杯清水→陽泰寺
→千古の滝→自治センター

「真田三代発祥の里をめぐる」
真田幸隆コース

【お申込み方法】
●事前…真田地域自治センター
（1階）

産業観光課⑥番窓口にて平日8：30〜5：15

●当日…真田地域自治センター前にて8：00から

（美しい日本の歩きたくなる道500選公式大会）

【お問い合わせ】
産業観光課観光商工係
有線2042

℡72‐2204

※その他のコースはお問い合
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わせ下さい。
（24日、25日全５コース）
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に、
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などの
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真田中学校吹奏楽部

県大会で金賞受賞

9月17日〜 すずらん祭
（菅平中）
21日〜 サニアパーク10周年少年サッカー大会
（スポーツクラブ以下SSC）
30日

人権を考える講演会
（真田公民館）

10月 2日〜 かりがね祭
（真田中）
10日〜 婦人バレーボールリーグ
（SSC）
18日

真田地域一周駅伝大会
（真田公民館）

下旬〜 バスケットボールリーグ
（SSC）
11月 1日〜 真田地域文化祭
（真田町文化協会）
7日〜 真田の里新そばまつり
（ゆきむら夢工房）
18日〜 ソフトバレーボールリーグ
（SSC）
1

「ダッシュ〜何事も本気で全力疾奏」は吹奏楽部が大切にしてい
る目標。この目標の下でがんばり県大会では金賞を受賞、先輩た
ちから引き継がれた夢「東海大会に出場」を果たすことができま
した。「これからも51人全員でダッシュし続けたい」と言う、元
気な吹奏楽部です。（東海大会では銅賞受賞）

カメラニュース

中盤、激しい雨に降られましたが、プログラ
ムの一部を文化会館に会場を変え行いました。
夕方には雨もあがり、多くの皆様に御参加
いただいた花火大会も開催できました。

福岡県岡垣町から24人の小中学生がホームステイに来
ました。岡垣町は福岡市と北九州市の間にある人口32,000
人余の海辺の町。24人は２日間のホームステイと２日間の

n e w s

地域交流事業をしながら信州の夏に親しみました。

c a m e r a

８月１日に開催された今年の真田まつりは

九州から友達がやってきた！

第25回 真田まつり

ホストファミリーとの焼肉パーティー

カメラニュースでは、地域の
中の様々な出来事や話題を
お届けします。

シンケンジャーとあくしゅ〜〜！

優勝！真田中野球部
真田中学校野球部が県中学校総合体育大会
で初優勝を飾りました。部員たちは中山大介

今年度の学校交流校である傍陽小学校５、
６年生と鳩笛作りに挑戦しました。

主将を中心に「全中出場、優勝」という高い

中原のりんごまつり

目標を掲げ、得点力を高める練習方法を工夫
して行ってきたそう
です。大会で試合を
重ねるごとに精神面
での成長も見られ、
１点差で逃げ切った
り、逆転勝利を掴ん
だりしてきました。
そして決勝では高陵
中（飯田）に９‐２
のコールドで勝利し

真紅の優勝旗を手に！

ました。
８月に入り新潟市で行われた北信越大会では福井南越中と対戦。延長

８月23日、中原にある延命地蔵尊で「り

戦の末２‐３で惜しくも敗れましたが、顧問の小林先生は「全中優勝を

んご祭り」が開催されました。この地蔵尊は

目標にやってきまし

その昔、下塚の方面から洪水の際に流されて

たが、野球を通して

きてこの地で止まり安置されたものと伝えら

人格形成を図る事も

れます。その後、長者の使用人の身代わりと

大きな目標でした。

なり傷を負ったとの伝説から身代わり地蔵と

保護者や地域の方の

も呼ばれています。

こちらは準決勝戦での様子

支援があってこその

祭りは24日の地蔵盆前夜の宵祭りとして

結果。今後も地域に

行われます。以前は神事のみを行っていまし

愛される部を目指し

たが、数年前に保存会を結成し祭りを復活さ

たいです。」と話され

せたそうです。祭りでは縁起物のりんごを買

ていました。

い求める人で賑わいを見せていました。

●すばらしい風景、珍しい動植物などの話題がありましたら、デジタル写真と共に地域振興課までお送りください。
（紙面の都合で掲載できない場合もありますが、
ご了承下さい。）
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﹁地域コミュニティから生まれ
る︑ストレスに強い上田の元気
な子ども育成事業﹂
︵ＮＰＯ法人遊び塾With

をし︑秋以降関係自治会などへ

史との関わりを子供たちに持た

地域の人々・自然・仕事・歴

you︲With me︶

の説明協議を行い︑実施の可否

せ︑子ども本来の健全な発達を

このような内容をさらに検討

を決定したいとの事でした︒

促し︑子どもが輝ける地域づく

本原小学校プール改築事業

本原小学校のプールは建設後

年が経過し︑老朽化が進んだ

ため約一億三千万円をかけ改築

日の運動会が終了後着

することになりました︒
９月

所に ｍ ×６ コースと低学年用

完成する予定で︑現在と同じ場

工し︑来年のプール開きまでに
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真田地域協議会だより
︵仮 称︶
真 田 地 域バス
運 行 改 善 計 画について

上田市公共交通活性化プラン

りを目指す︒セミナー開催︑農
作業︑自然観察︑観光ガイド育
成など︒

http://www.city.ueda.nagano.jp/hp/ht/jiti/kyogikai/sanadakyo.html

に基づいた真田地域内のバス運

わがまち魅 力アップ
応援事業

今年度のわがまち魅力アップ
応援事業採択について︑市内広
事業が採択さ

域を対象とした事業について追
加選考が行われ

ご覧ください。
真田地域協議会ホームページ

行について︑自治センター職員
のプロジェクトチームで話し合
われてきた計画内容の説明を受
けました︒

現在のバス運行の枠組みを変

ｍ ×５ｍ を併設します︒

工事期間中は︑工事車両の出

入りやグラウンドの一部使用制

限等あり御不便をお掛けします

が︑ご協力をお願いします︒

真田地域教育事務所 学校教育係 ㈲2043 ℡72︲2655

プレミアム商品券加盟店についてのお問い合わせは真田町商工会まで。
㈲2061 ℡72-4050

︻基本的な考え方︼

※６月16日までの申込事業所（49店舗）については前号をご覧ください。

れました︒今回は開催エリアな

（真田町商工会会員で６月17日以降に申込のあった地域内所在事業所）

えずに︑発展させる形にする︒

会議録はホームページに公表されていますので
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真田図書館建設状況

信州上田プレミアム商品券 加盟店追加

どで真田地域に関連した２事業
を紹介します︒

お出かけください。

45

署建物）
は８月に解体され、更地になりました。

傍陽線の運行数を考慮し利活

︻特色あるまちづくり事業︼
︵まちづくり団体対象︶
市民交流行列プロジェクト﹂

﹁目指せ上田城！
︵市民交流行列プロジェクト実

日㈰に行われる﹁真田幸村ロマ

協議会の傍聴はどなたでもできますので

15

真田図書館建設地にあった北庁舎（昔の消防

・上電バスの菅平線︑真田線︑
用する︒
で運行する︒

・ふれあいバスは引き続き無料

る本原地域を重点に検討す

・バスサービスが薄いと思われ
る︒

氏館跡︑砥石米山城跡などをめ

長谷寺︑真田氏本城跡︑真田

行委員会︶

ぐり上田城まで武者行列をおこ

︻改善計画︼
・ふれあいバスのルート変更

なう︒︵ 今 年 度 は

ンウォーク︵1 ペ ージ参照 ︶﹂ と

日㈯・

︵医院付近での乗降がさらに

本原小学校前方面を通るルー

・上電バス路線のうち何本かを

タイアップ開催の予定︶

月

近くでできるようになど︶︒

トとすることを上電バスと共
に検討︒

3
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㈲2015
問い合わせ▶▶▶▶地域振興課 ℡72-2202
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公民館 だ よ り
平成2１年度

分館対抗球技大会

対戦成績

8月23日（日）に行われ、ソフトボールの部に31分館33チ

〈運動公園グラウンドＢ面〉

ーム、9人制バレーボールの部に６分館、ソフトバレーボール

優勝：曲尾

準優勝：つくし 第３位：萩B・荒井

の部に21分館が参加ました。上位結果は下記のとおりです。

☆9人制バレーボールの部☆

☆ソフトボールの部☆

〈真田中学校体育館〉

〈洗馬川運動公園〉
優勝：下原B

優勝：萩

準優勝：赤井

第３位：中横道・下横道

〈真田中学校グラウンド〉
優勝：横尾

第３位：竹室・中原

〈真田体育館Ａ・Ｂブロック〉

準優勝：真田

第３位：中原・町原

〈運動公園グラウンドＡ面〉
優勝：戸沢

準優勝：町原

☆ソフトバレーボールの部☆
優勝：大畑

準優勝：中横道 第３位：下郷沢・真田

〈真田体育館Ｃ・Ｄブロック〉

準優勝：中組

第３位：上横道・出早

ソフトボール表彰式

優勝：大日向 準優勝：下横道 第３位：荒井・つくし

ソフトバレーボール表彰式

真田総合文化祭のおしらせ

９人制バレーボール

募 集 真田図書館サポーター

11月１日から３日まで真田総
合文化祭を開催します。皆さんも

来年12月に開館予定の真田図書館は、地域住民

日頃の活動の成果を発表する場と

の皆さんに支えていただきながら、ともに歩む図書

して出品・出演してみませんか？

館づくりを目指しています。ついては、図書館の活動を

詳しくは、別紙配付「真田公民
昨年の開催風景から

真田公民館（文化会館）
㈲2097

℡72-2655

ボランティアでサポートして頂ける方を募集します。

館だより」をご覧いただき、付属

内容は、図書の修理、返却された本を棚に返す配

の「真田総合文化祭申込書」を真

架作業、館内の案内・巡視、館内外の美化、幼児等

田公民館窓口へお出しください。

向けのお話ボランティア、各種イベントの企画運営
などです。

人権教育学習会の開催について

開館準備期間も合わせて、来年４月以降都合のよ
い時にご参加いただきます。

10月５日から28日まで、各自治会で人権教育学習会を開催いた

別紙配付の「真田公民館だより」をご覧いただ

します。今年度のテーマは「子どもの人権」です。別紙配付の「真

き、付属の「真田図書館サポーター申込書」を真田

田公民館だより」に日程を掲載してありますので、ご覧いただきご

公民館窓口へお出しください。

参加ください。

真田図書室

真田公民館（文化会館）㈲2244

℡72-2655

㈲2003

真田公民館（文化会館）㈲2097

℡72-2655

真田地域の話題を募集します

㈲2015

真田地域の身近な出来事や取り組みを
紹介していきます︒自分たちの活動を
知ってもらいたい︑多くの人に参加し
てほしいなど︑掲載を希望する話題を
お知らせください︒

地域振興課
℡72 2202

子育て・親育ての講演会開催のお知らせ
真田地域の女性団体でつくる「さなだ共同

これから子育てをする方や子育て中の方、

参画ネットワーク（通称Ｓネット）」では、

子育てに悩んでいる方などに参考になる事柄

ＮＰＯ法人「子どもサポート上田」で悩みを

がたくさんあります。是非お聴き下さい。

持つ子どもや若者のカウンセラーとして活躍
されている塚越洋子さんを講師に招き、
『「心の声」を受け入れて』と題した子育
て・親育てについての講演会を開催します。

■日時

10月4日㈰

午後1時30分から
■場所

市民生活課（Ｓネット事務局）

地域自治センター３階

有線2002

講堂

℡72-0154
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