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第26回 真田まつり
『天装戦隊ゴセイジャー』ショー
・PM1：00〜
・PM4：00〜

8月7日 ㈯ 午後１時〜
楽しい催しがいっぱい。
ご家族やご近所をさそって
会場にお出かけ下さい。

★さなだの郷にきらめく花火の祭典
★ショッピングタウン
★３代目コロムビア・ローズショー

Ⓒ２０１０ テレビ朝日・東映AG・東映

★歴史アイドル２人組

さくらゆきショー

★子どもみこし
★真田鉄砲隊演武
★信州真田六文銭太鼓 など

真田まつり実行委員会
事務局 産業観光課内
有線2024 ℡72-4330

真田氏歴史館企画展 〜さなだの郷から全国へ発信〜

「乱太郎」の世界・忍者道具と原画展
とき：7月17日㈯〜8月31日㈫まで
場所：真田氏歴史館

入場料：大人 200円
小人 100円

NHK教育テレビでお馴染

７月 17日〜8月31日 真田氏歴史館企画展
18日 小学生ドッジボール大会

（さなだスポーツクラブ☎72-2657）
31日〜8月 7 日 あずまや高原夏祭り

み「忍たま乱太郎」の原作
「落第忍者乱太郎」
（作者：尼

８月 7日 第26回真田まつり

子騒兵衛氏）の原画を真田氏

22日 分館対抗球技大会

21日〜22日 菅平高原大学ラグビー交流戦

歴史館に展示します。
●忍者道具の展示
●忍者体験コーナー
（手裏剣投げ他）
●「忍たま乱太郎」アニメ上映
●グッズ販売 他

23日 中原延命地蔵尊りんご祭り

【上田市わがまち魅力アップ応援事業】

９月 5日 さなだスポーツクラブ杯ゴルフ大会
8日 ふれあい夢コンサート
タイトル「ドキドキ ハラハラ ばけ寺たんけん」

産業観光課観光商工係
1
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有線2042

℡72-2204

25日〜26日 菅平スカイライントレイルラン＆
アウトドアミーティング
【上田市わがまち魅力アップ応援事業】

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。

カメラニュース

c a m e r a

菅平高原カントリーフェスティバル
6月6日のカントリーフェスティバルには
約5,500人が来場。会場の菅平高原国際リ
ゾートセンター前の芝生広場に日よけのテ
ントを張った来場者は、さわやかな高原の
一日を思い思いに過ごしていました。
この日の朝、夏の菅平の安全を祈願する
季節が訪れました。

地域を守る
ポンプ操法分団選考会

n e w s

夏山開きの神事も行われ、菅平高原に緑の

6月6日、第七方面隊（真田地域）ポンプ
操法分団選考会（可搬ポンプ）が洗馬川運
動公園で行われました。出場した21チーム
スキー用具などのバザー

ステージパフォーマンスから
（バルーンショー）

は日ごろの練習どおりきびきびした操法を
披露しました。
各分団の上位２チーム（石舟・大日向・

新プールが完成！本原小学校

曲尾・横道・中原・大畑）が6月20日の市大
会に出場。大日向が第７位、大畑が第８位
に入賞して上小大会に出場しました。

45年間使われてきた本
原小のプールが改築され
て新しいプールが完成。
6月25日には新プールで
初めてのプール開きが行
われ、
プールサイドに集っ
た児童から喜びの歓声が
上がりました。
６年生の模範水泳

2010御屋敷つつじ祭り
【わがまち魅力アップ応援事業】

長分団石舟班。ポンプ操法を開始します！

真田町商工会本原支
部を中心に実行委員会
「真田三代ヒストリー
プロジェクト」が結成
され、その主催による
御屋敷つつじ祭りが5月
16日に開催されました。
３代目コロムビア・ロー
ズショーなど、内容がグ
レードアップ。会場の御
屋敷公園には約2,500人
が訪れて賑わいました。

砥石城攻略を紹介した歴史アトラクション

伝統の舞「三ツ頭獅子」

●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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日︶
から
日︶

23 19

３つの分 科 会

次の項目に分かれて議論しま

す︒各分科会の会長も決まりま

真田地域協議会だより

年度真田地域の予算概

22

中原の延命地蔵堂境内で
「中原延命地蔵尊りんご祭り」

（横尾自治会）
【わがまち魅力アップ応援事業】

が開催されます。

横尾自治会内の歴史・教育・文化・自然・風俗等

りんご祭保存会がお祭り

を記録発行してきた「横尾の今昔」が100号に達し

を復活させて今年で６回目

ました。この度、それをまとめ、史跡や古絵図など

となります。

を追録して一冊の本にしました
ので、ご希望の方に販売します。
☆サイズ／A4縦型 240㌻
（内カラーページ15㌻）
☆定 価／1,600円
☆配 本／平成22年８月予定
神田さん
菅沼さん

初開催

有線3925
有線3912

り
りんご祭 8月23日

縁 日 中原

あずまや高原夏祭り

「あずまや高原夏祭り」が開催されます。期間中は地

延命地蔵尊
身がわり地蔵

●参道に並ぶ竹灯篭
●りんご、桃、焼き鳥
などの販売
夕暮れ時 、 様にお参りを！
蔵
身がわり地

元の子どもたちのアート展示、毎日のコンサートな
どが行われます。

●真田地域自治センター

7/31 〜8/8
●7/31
野点茶席
フルートコンサート
●8/1 子ども祭り
●8/8 星見の会

など

らいてうの家 ℡74-1385（土・日・月曜の10:30〜16:00）

PM6:00〜

【わがまち魅力アップ応援事業】

℡72-2570
℡72-2748

四阿高原「らいてうの家」の周辺を会場に、初の
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第 2 回︵5 月
第 3 回︵6 月

平成

した︒

冊子「横尾の今昔」を発刊

要と各課の課題・目標について

た︒また4月からスタートした

第１分科会

こんじゃく

の説明が担当課長からありまし

新委員による今後の地域協議会

創意と工夫の地域づくりの推

︵分科会長 田中新平︶

1,410万円

の進め方について協議した結

・土地改良

果︑第一次上田市総合計画の地

361万円

進︵地域づくり委員会︶

・有害鳥獣対策

3億1,961万円

域まちづくり方針︵真田地域︶

・真田図書館整備

300万円

第２分科会

・河川用悪水路改修

8,400万円

︵分科会長 大日方孝︶

・市道改良、維持補修

地域の活性化に向けた交通ネッ

1億600万円

トワークの整備︵交通問題︶

・辺地対策

安心して暮らせる地域づくり

540万円
（地域予算）

︵健康と福祉︶

・真田運動公園整備

の項目のうち︑３ つの項目をそ

38万円
（地域予算）

れぞれの分科会に分かれて協議

・誘客電動自転車購入

さらに︑﹁自治基本条例の制

436万円

（地域予算）

することになりました︒

・真田歴史館企画展委託

第３分科会

700万円（内地域予算380万円）

定に向けた条例検討委員会﹂か

・わがまち魅力アップ応援事業補助

︵分科会長 上原和彦︶

（一部抜粋）

らの中間報告についての説明を

受けました︒

平成22年度
真田地域の予算概要から

至菅平

144

●甘酒、わたあめ
ポップコーンの

無料サービス!

●そば処
〔大畑〕

〔荒井〕

りんご祭会場
●●

お屋敷公園
●

こふじ塚

本原小学校

中原りんご祭保存会 会長 宮下さん
有線5626 ℡72-2244

募集
参加してみませんか！通学合宿
通学合宿は、子どもたちが３泊４日の共同生活を体
験しながら学校に通うものです。（登下校には毎回ス

公民館 だ よ り

真田中央公民館図書室が
8月23日㈪から閉室

タッフが同行します。）
家族から離れて他の学校学年のみんなやスタッフと
の生活を通して、家族と自分とのあり方を考え、また
新しい友達との関係を築く心を育みます。
実 施 日●平成22年8月29日㈰〜9月1日㈬
会
場●真田中央公民館など
募集範囲●本原小、長小、傍陽小の小学３年生〜６年生
（各家庭１人限り）
申込方法●申込書は学校から配布します。7月29日㈭ま
でに真田中央公民館に提出して下さい。
定員を超えた場合は事務局にて抽選します。
申込後のキャンセルは不可。
有線2097

これまで大勢の皆様にご利用いただきました
真田中央公民館図書室は、新図書館への移転・

参 加 費●3,500円

真田中央公民館

おはなし広場の風景
（児童図書室）

開館準備のため閉室します。
そのため図書の貸出・予約・閲覧等は新図書
館の開館までできません。ただし図書の返却は
できますので返却期限内に真田中央公民館入り
口の返却ポストへお返しください。
真田以外のエコール各図書館（上田図書館、

℡72-2655

情報ライブラリーなど）は今までどおりご利用
いただけます。また現在予約中の図書は、ほか
のエコール図書館で受け取ることができます。
（受け取り希望図書館の指定が必要。）
新図書館の開館（12月中旬を予定）までの
間、大変ご不便、ご迷惑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

有線2244

℡72-2655

分館対抗球技大会は８月２２日
真田地域内の各会場で、ソフトボール・9人制バレー
ボール・ソフトバレー
ボールの分館対抗球
技大会が行われます。
大会当日は、選手
として、応援サポー
ターとして会場にお

真田図書館建設状況

越しください。

真田中央公民館

図書館をおおっていたシートが6月中旬に
とれ、図書館全体が見えるようになりまし
有線2097

℡72-2655

真田地域の話題を募集します
地域振興課

有線2015

℡72-2202

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。

た。建物全体の色は茶系で落ち着いた雰囲気
になっています。内部も壁ができ、それぞれ
の部屋のスペースが分かるようになり、電
気・機械設備の取り付けも進んでいます。
7月末には、自治センター２階の学習室、
多目的ルーム、ボランティア室は概ね工事が
終了する予定です。

上田市はISO14001を導入し環境配慮活動を推進しています。 冷房時の室温は28℃にしましょう。

印刷／有限会社 大和印刷
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