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姉妹都市ダヴォス市を
市長、議長が表敬訪問

上田市の姉妹都市
であるスイス連邦グラ
ウビュンデン州ダヴォ
ス市等を７月14日
（木）
から同月20日（水）ま
での７日間、母袋市長
と南 波 議 長が 表 敬 訪
問しました。合併後の
新上田市として初めて
の表敬訪問となった今回の訪問では、ハンス･ピーター･
ミッシェル 市長に東日本大震災等に対して、千羽鶴を
折って支援していただいたことに感謝を申し上げ、今後
の更なる交流の発展をお願いし、友好を深めました。
ダヴォス市は、世界経済フォーラム（ダヴォス会議）な
どの国際会議が開催されることで知られています。その
会場や、全てのスキー場のスノーマシンをコントロール
できるシステム、雪崩防止柵などを視察しました。
また、
オーストリア共和国ウィーンにおいては、交流文化施設
計画のためにウィーン交響楽団の本拠地であるコンツェ
ルトハウスや、美術史美術館を視察しました。

全国学校音楽コンクール長野県大会で
長小学校が銀賞受賞
８月21日に第78回NHK全国学校音楽コンクール長野県大
会が岡谷市カノラホールで行われ、長小学校６年１組が銀賞
を受賞しました。
この大会の予選となる東信ブロック大会には東信地区から
26校が参加し、金賞受賞校のうち６校が県大会へと進み、上田
市からは長小学校を含む４校が県大会進出を果たしました。
他の学校が35人に厳選した合唱班で参加するなか、長小学
校では６年１組が学級単位で出場。23人のクラスメートで歌
える喜びを胸に一丸となって大会に取り組み、全県下から集
まった30校のなかで好成績を収めました。

Ａ 真田三代発祥の里コース
（約22㎞）
●日時：10月29日㈯

午前９時スタート

●コース順路

真田地域自治センター→御屋敷公園→真田氏本城跡→

長谷寺→山家神社→古城緑地公園→一杯清水→旧松代
街道→陽泰寺→千古の滝→真田地域自治センター
●参加費：一

般／1,500円（当日2,000円）

小中学生／ 500円（当日 700円）

●その他のコース 10/29 Ｂ 城下町・蚕都めぐりコース
（約13㎞）
10/30 Ｃ 信州の鎌倉・湯けむりめぐりコース（約20㎞）
10/30 Ｄ 上田城・城下町寺社コース
（約11ｋｍ）
10/29・30
（２日間共通）Ｅ 真田幸村コース
（約４㎞）

産業観光課 観光商工係 有線2042 ℡72-2204
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９月15日〜 すずらん祭
（菅平中）
17日〜19日 ゆきむら夢工房 臨時そば処開店
24日 すこやかキッズ スポーツ塾 in 真田
【わがまち魅力アップ応援事業】

30日〜 かりがね祭
（真田中）

10月 16日 真田地域一周駅伝大会
親子で遊ぼう 子ども祭り
（らいてうの家）
22日 ゆきむら夢工房 臨時そば処開店
29日〜30日 第10回真田幸村ロマンウオーク
11月 ３日〜６日 真田総合文化祭
５日〜６日 真田の里 新そばまつり
（ゆきむら夢工房）

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

第27回真田まつり開催

め、大勢の皆さんが楽しみました。午後
には激しい雨により、催し内容の一部変
更がありましたが、真田三代応援花火は
打ち上げられ、夏の夜を彩る鮮やかな光
のひと時を過ごしました。

c a m e r a

８月７日に行われた真田まつりは、真
田三代にゆかりのある場所を周遊バスで
つなぎ、真田地域全体をまつりの会場と
して行われました。各会場では多彩なイ
ベントが行われ、観光で訪れた方を含

n e w s

中原延命地蔵尊りんご祭り【わがまち魅力アップ応援事業】
中原の延命地蔵尊、身代わり地蔵りんご祭りが８月23日
夕方から行われ、大勢の人で賑わいました。今年は、地蔵
尊のいわれを伝える案内板を新たに設置し、除幕式が行わ
れました。また、初めて作成した「お守り」をはじめ、も
もやりんごなども販売されお参りした人が買い求めていま
した。心配された雨も次第に止み、境内前の道路には地域
の子どもたちが絵を描いた灯篭が並べられ幻想的な灯りを
ともしました。

臨時そば処が大盛況

ブルーベリー観光農園で
園児が摘み取り体験

ゆきむら夢工房で８月12日〜15
日に開店した「臨時そば処」は、連

平成14年から「ブルーベリーの里」を目指

日大勢の方が訪れ、ほぼ毎日完売と

して栽培されてきた真田地域の４つのブルー

なる大盛況でした。観光で立ち寄ら

ベリー観光農園【赤井活性化組合、ベリー

れた方も多く、上田産の地粉をつ
かったそばを堪能していました。
今後の開店予定は、９月17日〜
19日と、10月22日です。開店する
際には、ゆきむら夢工房駐車場入口
に開店予告の看板を設置します。
また、11月５、６日には新そば
まつりを開催する予定です。

真田氏歴史館
企画展に９千人
真田氏歴史館では７月16日
から郷土史研究家の常田軍三
氏が所有する写真を展示する
企画展「真田三代ふるさと愛
写真展」が開催されました。
昨今の歴史ブームと真田氏人
気により県内外から多くの方
が訪れ、期間内来場者数は９
千人となりました。また、特
別企画として幸村公が使用し
たとされる貴重な甲冑などが
展示され、熱心な愛好家の視
線を集めていました。

ガーデンさなだ（竹室）、萩活性化組合、一之
瀬農園（大洞）】に今年も、７月20、25、27
日、８月３日にそれぞれ、いずみ幼稚園、さ
なだ・そえひ・すがだいらの各保育園の年
中・年長児が招待
されました。
園児は、色の濃
い大きなブルーベ
リーの実を摘んで
食べたり、家族へ
のおみやげ用に摘
み取ったりと、農
家の皆さんと触れ
合いながら、楽し
い農業体験をする
ことができました。

●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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真田地域協議会だより

平成
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長との懇談会において報告

年 度 第 ４ 回・第５ 回 協 議 会から

23

日に第

し︑意見をいただいたうえ

日と８月

で︑協議を進めたい︒

７月

議会を開催しました︒７月

４回︑第５回の真田地域協

■ 第２分科会

の協議会では︑前回の協議

会で各分科会長が報告した

観光客の利用増加の見込

﹁地域の活性化に向けた交

める路線バスのルートなど

通ネットワークの整備︵交

８月の協議会では︑９月

を議論検討してきた︒観光

協議内容を踏まえて︑３つ

に開催される真田地域自治

資源を有効活用するバス路

の分科会で引き続き協議を

会長との懇談会において各

線の検討と︑通勤通学の利

通問題︶
﹂

分科会長から協議内容の報

便性向上による利用促進を

進めました︒

告を行うため︑その報告内

議論し︑提案していきた

い︒

■ 第３分科会

﹁安心して暮らせる地域づ

くり︵健康と福祉︶
﹂

昨今の災害により防災に

容について各分科会で協議

を深めました︒

分 科 会 での
協 議 内 容について

■ 第１分科会

関する意識が高まるなか︑

災害に強いまちづくりにつ

防災に関する地域への提案

いて︑自治会においては何

﹁創意と工夫の地域づくり

これまでの議論で地域づ

をしたら良いか︑さらに情

の推進︵地域づくり委員

くり委員会の現状・問題

を行うよう議論を進めた︒

点・課題について整理し

報を集め協議を進めたい︒

会︶
﹂

た︒地域づくり委員会の継

続発展に向けて︑分科会で

検討した提案内容を自治会
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わがまち魅力アップ応援事業
すこや か キッ
ズ

ス ポ ー ツ 塾 in
真田
開 催 の お 知ら

せ
オリンピック
に出場した選
手
を塾長に迎え
１日スポーツ
て、小学生向
教室が開催さ
けの
れ
ま
す
。サッカー、
体操、テニス
バレーボール
、水泳の５種
、
目の教室のほ
キーさんによ
か、アントン
るスポーツ英
・
ウ
ィ
ッ
会話教室など
日時 ● ９月24
も行われます
日
。
（土）午前10
時〜
会場 ● 真田中
央公民館大ホ
ールほか
さなだスポー
ツクラブ 有線
2035 ℡72-265
7

地域の魅力再発見
ト
モ バ イル 写 メコンテ ス

傍陽中組自治会区民広場整備
傍陽中組自治会では、８月２７日に区民広場
の整備を行いました。この日は役員を中心とし
た13人が区民広場の案内や焼肉施設の使用上の
注意を記載した看板などの設置と、景観に配慮
したトイレの囲いなどを設置しました。
昨年のわがまち魅力アップ応援事業であずま
やを修理し、焼肉施設を設置。本年度は周辺整
備によりさらなる充実を図り、遊具の補修など
も行った後、区民祭を行います。
この区民広場の焼肉施設は、他の自治会の方

開催中

スポットを探し
じめ上田市の魅力ある
菅平高原・真田地域をは
特典があります。
コンテスト優秀者には
う。
しよ
投稿
話で
帯電
て携
31日
間 ● ８月１日〜10月
期
定
結果発表 ● 11月上旬予
ィシャルサイトへ
登録は、携帯電話からオフ
コンテスト内容の確認、参加
トすがだいら
NPO法人スポーツリゾー
aira.or.jp
E-mail sanka@sugad
daira.or.jp
URL http://www.suga

も使用できるとのこと、使用希望の場合は傍陽
中組自治会長へ必ず連絡してください。

真田地域公共交通利用促進協議会の委員を募集しています
真田地域自治センターでは、公共交通全般について調

募集要件▶真田地域にお住まいで、路線バスを利用されている方

査研究する組織として、真田地域公共交通利用促進協議

募集人員▶若干名（応募者多数の場合は選考します）

会を10月に設立します。

応募方法▶真田地域自治センター建設課窓口でお申込ください。

協議会では、地域住民及び路線バス利用者に公共交通
の問題に積極的に関わっていただき、地域の皆さんと協
働で持続可能な公共交通機関とすることを目指します。
この協議会の委員となり啓発活動及び利用促進策等に

募集期間▶平成23年10月７日
（金）
まで
そ の 他▶任期は平成26年３月までです。
会議は、年３〜４回役員会を、また、年１回
（10月）
総会を開催する予定です。

ついて、一緒に検討してくださる方を次のとおり募集し
ています。
3

建設課

有線2089

℡72-4331

公民館 だ よ り
平成23年度

分館対抗球技大会が開催されました

８月21日
（日）に「平成23年度分館対抗球技大会」が開催されました。あいにくの雨の
ためソフトボールの部は中止となってしまいましたが、９人制バレーボールの部に６分
館、ソフトバレーボールの部に19分館20チームが参加して熱戦が繰り広げられました。
各部の主な結果は右記のとおりです。

真田総合文化祭の開催について

第53回

真田地域一周駅伝大会
10月16日
（日）

今年は午前10時にスタート

作

品

展／開催日●11月３日
（木）〜11月６日
（日）
まで
場 所●真田体育館
舞台発表祭／開催日●11月６日
（日）
場 所●真田中央公民館大ホール
第１部：和太鼓・声楽・器楽部門
第２部：民謡・舞踊・吟詠・歌謡部門

53回を数え伝統ある真田地域一周駅
伝大会がスタート時間を午前10時に変
更して行われます。
健脚を競う選手たちに沿道の皆さん
のあたたかい応援をお願いします。

打ち手を募集します

真田地域を「そばの里」として振興するため、今年
も「真田の里 新そばまつり」を11月５、６日の２日
間に開催する予定です。
つきましては、この新そばまつりでの、そばの打ち
手を10名募集（先着順で締切り）します。
応募資格は、真田地域に在住あるいは在勤の方で、
年齢、性別、経験の有無は問いませんが、全員の方に
10月３日から毎週月曜日〜水曜日の午後7時〜9時にゆ
きむら夢工房で行われる「養成講座」
（全12回）を習熟度
に応じて受講していただきます。
講座は１回につき700円（材料費）の受講料を負担して
いただきますが、新そばまつり当日に打ち手をしてい
ただいた方には、若干の謝礼をお支払いする予定です。
一緒に新そばまつりを盛り上げましょう。
産業観光課 ゆきむら夢工房

午前９時〜12時
午後１時〜３時30分

日ごろから練習を積み重ねてきた活動の成果を発表する場として、作品の出展、
舞台発表を行います。皆さんも是非、作品の展示、舞台発表に出場してみませんか。
真田中央公民館

里
真田の り
まつ
新そば

☆９人制バレーボールの部☆
《真田中学校体育館》
優 勝：町原
準優勝：中原
第３位：出早・萩
☆ソフトバレーボールの部☆
《真田体育館Ａ・Ｂブロック》
優 勝：小玉上郷沢
準優勝：下郷沢
第３位：下横道Ａ・大畑
《真田体育館Ｃ・Ｄブロック》
優 勝：横沢
準優勝：角間
第３位：下横道Ｂ・戸沢

有線2042 ℡72-2204

真田地域の話題を募集します

有線2097

℡72-2655

Ｓネットの活動紹介します
真田地域の女性団体でつくる「さなだ共同参画ネッ
トワーク
（通称Ｓネット）」では、昨年同様８月10日に真
田地域在住の市議会議員との懇談会を行いました。出
席議員のみなさんから住民の幸せ、地域の発展につい
てそれぞれの考えをお聞きして懇談しました。
真田地域の町おこし、交通ネットワーク、観光等につい
ての意見が出され、大変に有意義な時間となりました。
Ｓネットでは、自分達の住む隣接地域をより知るこ
とを目的に、９月22日に「武石地域」と「中山道和田
宿のある和田地域」の視察研修を計画しています。ま
た、11月10日には、身近な歴史を知るために郷土史研
究家の常田軍三
氏を講師にお迎
えして、真田氏
についての学習
会を開催する予
定です。

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。

Ｓネット事務局 市民生活課

有線2002

℡72-0154

上田市はISO14001を導入し環境配慮活動を推進しています。 光熱費抑えて、早寝早起き、エコライフをしましょう。

印刷／有限会社 大和印刷

4

