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●真田三代周遊バスイベント
午前９時〜

●メイン会場イベント
（真田運動公園グラウンド）
午後２時30分〜

真田まつり

第27回

８月７日

でつなぎスタンプラリーを開催するほか、各会場で多彩な
イベントを開催します。
（詳しくは折込をご覧ください）

臨時そば処開店
域の
真田地
＆
イベント 等
会
大
ツ
ー
スポ

●長谷寺

このほかにも楽しい催しが盛り沢山です。
真田三代応援花火として今年も花火を打ち上げます。

ゆきむら夢工房 臨時そば処開店
ゆきむら夢工房では３連休や大型連休となる時期に「臨

真田三代愛郷心（ふるさと愛）
〜真田心を原点に
写真展

三代の足跡を訪ねる〜

時：７月16日㈯〜８月31日㈬

午前９時〜午後４時

所：真田氏歴史館

●入館料：大人200円／小人100円
真田随想録の執筆をはじめ真田氏の歴史に造詣の深い郷
土史研究家の常田軍三氏が所有する真田三代関連史跡の写
真を展示します。
さらに特別企画として、８月７日㈰〜８月31日㈬には、
真田幸村公から数えて14代目の真田徹氏が所蔵する幸村公
が使用したとされる兜、采配などを展示します。
産業観光課 観光商工係 有線2042 ℡72-2204
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など

☆真田三代みこし

☆さくらゆきライブ

真田氏歴史館企画展

●場

☆真田鉄砲隊演武

☆劇団TOKYO BOWZ真田三代ミュージカル

8月 ７日 第27回真田まつり

●日

☆信州真田六文銭太鼓演武

●信綱寺・古城緑地公園

7月 16日〜８月31日 真田氏歴史館企画展

【わがまち魅力アップ応援事業】

もと いち

・全日本テコンドー 日の本一決定戦

☆お寺の境内で茶席

真田まつり実行委員会 事務局 産業観光課
有線2042 ℡72-2204

23日 中原延命地蔵尊りんご祭り

☆真田三代特設野外リングステージ
ひ

田運動公園グラウンドを定額料金で乗降自由な周遊バス

21日 分館対抗球技大会

（メイン会場）
・信州プロレスイベント

今年の真田まつりは、真田三代にゆかりのある場所と真

12日〜15日 ゆきむら夢工房

●真田運動公園グラウンド

時そば処」を開店しております。（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）
そば粉は上田市産の地粉を使い、地元の婦人団体「そば
打ち会」が打つ８割そばです。
８月は以下のとおり行いますので、多くの皆様のお越し
をお待ちしております。
●日時：８月12日㈮〜15日㈪

午前11時から午後２時

（１日限定120食です。完売次第終了となります。）
●場所：ゆきむら夢工房（上田市真田町長6090-1）
●内容：もりそば、かけそば、かきあげ
８月の開店時に限り、そばを注文された先着20名
の方に「ふれあいさなだ館」プール・温泉入館料
割引券を進呈します。
ゆきむら夢工房 有線2042 ℡72-2204

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

地域のおじいちゃんおばあちゃんと交流

長寿会の皆さんとふれあい
c a m e r a

さなだ保育園で５月27日に園児達が長寿会の皆さんと野
菜植えなどで交流しました。家庭に祖父母が居ない園児も居
るため世代間交流の機会として毎年行われています。
今年は本原地区長寿会の皆さんが当番となり、園児と一緒
に野菜の生育を見守ります。
野菜苗の植付けの後は草花を使って一緒に遊び、明るい声
と笑顔が広がっていました。

そえひ保育園で１年通して園児達と野菜作りを行う「そえひみど
り隊」を、地域のおじいちゃん、おばあちゃんにお願いしました。
園児たちが手作りのお願い状を渡して歌のプレゼントをした後、
ジャガイモの植付けやニンジンの種まきを一緒に行いました。園児
達はジャガイモに「大きくなーれ」と言葉を掛けて成長を楽しみに

n e w s

そえひみどり隊と野菜植え

しながら植えました。

ふれあい伝承広場で体験学習
菅平小学校で長寿会と菅平高原太鼓保存会の皆さんを講師に、ふれあい
伝承広場として体験学習が６月２日に行われました。
４年生以上の児童がコマ廻し、お手玉作り、和太鼓演奏の教室に分れて、そ
れぞれに伝統的な体験をするとともに地域の皆さんとの交流を深めました。
ひもを巻くことも悪戦苦闘していたコマ廻しには１時間ほど熱心に取り
組み、ほとんどの児童が廻せるようになりました。

本原分団が初優勝

故郷に想いを馳せて

上田市消防団ポンプ操法大会が６月26

５月22日に東京都内において東京

日に上堀グラウンドにて開催されました。

真田町の会第２４回総会が63名の参

真田地域からは第７方面隊（真田地域）ポ

加により開催され、市からも石黒副

ンプ操法分団選考会にて選出された各分団

市長、南波議長、下村副議長、真田

の上位2チーム（石舟・大日向、岡保・曲

地域の市議会議員など９名が出席し

尾、大畑・中原）が出場しました。

ました。

上田市内全域の各分団がこれまでの練習
の成果を競い合うなか、本原分団Ａ（大
畑）が見事な好成績で初優勝を果たし上小
大会に出場しました。

菅平高原カントリー
フェスティバル
快晴に恵まれた６月５日に菅平カ
ントリーフェスティバルが行われ、
市内外から訪れた約5,800人が初夏

「信濃の国」の斉唱で始まった総
会にひきつづき、懇親会は故郷の昔
話やそれぞれの近況報告で盛会でし
た。最後には全員で輪になり「真田
郷」を踊り、遠い故郷に想いを馳せ
ていました。

の高原を満喫しました。
母袋市長と会場から選ばれた来場
者が入刀式を行った和牛モモ肉の大
きな丸焼きは、抽選により数量限定
で販売され長蛇の列となったほか、
魚の掴み取りなど多彩なイベントに
子供達は大きな歓声をあげて楽しん
でいました。
●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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年 度 第 ２ 回・第 ３ 回 協 議 会から

真田地域協議会だより
平成
■ 第２分科会
﹁地域の活性化に向けた交通ネッ

日に第２回︑
トワークの整備︵交通問題︶
﹂

日と６月

第３回の真田地域協議会を開催し

５月
ました︒５月の協議会では︑３つ
︵大日方孝分科会長報告︶
結果を踏まえ︑
バスの現状維持︑
利

﹁路線バスについてのアンケート
用者数の向上は難しい﹂としなが

の分科会に分かれて昨年度に引き
は︑各分科会長から協議内容の報

続き協議を進め︑６月の協議会で
告がありました︒また︑市民参
らも︑﹁ 路 線バスを ど の よ う に 維 持

りんごまつり保存会 会長 宮下さん 有線5626 ℡72-2244

し︑発展させていくかについて︑真

至菅平

加・協働推進課長から上田市自治

︵上原和彦分科会長報告︶

●真田地域自治センター

田地 域の観 光 資 源の有 効 活 用によ

﹁災害に強いまちづくり︑ごみ

原」ブランドの野菜が全国に届けられます。

●信州真田六文銭太鼓演奏
●りんご、桃、ブルーベリー、
焼き鳥などの販売

り観 光 客による利 用の増 加 を 図る

﹁真田地域の地域づくり委員会

等の無い環境づくり︑地域全体で

穫時の鮮度が保て、流通時にも品質の高い「菅平高

ご覧ください。

ことと︑地 域の住 民の利 便 性 をいか

は︑地域の声を行政に出す重要な

子育て︑という３つのテーマにつ

出荷を待つ保管施設に入れる前に予冷することで収

ぶ絵灯篭の幻想的な灯を夕涼みに

基本条例の説明がありました︒

分 科 会 での
協 議 内 容について

■ 第３分科会

議論している﹂と報告がありました︒

に向上し︑
バスを利用してもらうかを

﹁創意と工夫の地域づくりの推進

■ 第１分科会
﹁安心して暮らせる地域づくり

機関であり︑他の地域からも注目

いて議論してきた﹂と経過報告が

︵健康と福祉︶
﹂

されているところであるが︑生活

あり︑﹁昨年の豪雨災害や東日本

︵田中新平分科会長報告︶

︵地域づくり委員会︶
﹂

に密着した意見・要望が中心とな

大震災により防災に対する意識が
慮した真田地域の防災について議

ってしまっている﹂との現状分析

論を深め︑防災マニュアルや支え

の 報 告 が あり︑﹁ よ り 広 く 意 見 を
参加についてと︑自らが行動する

あいマップの利活用にも提案した

高まっているなかで︑地域性を考

という提案を挙げてもらう仕組み

求めるために自治会以外の団体の

づくりについて議論したい﹂と報

い﹂と報告がありました︒

3

ス!

こふじ塚

無料サービ

本原小学校

〔大畑〕

●●

●そば処

レタスで1,344箱分を冷却する能力を備えています。

参堂に並ぶ竹灯篭と、周辺に並

本事業は、設備の更新により機能増進を図り、産
【わがまち魅力アップ応援事業】

15

23

告がありました︒

144

お屋敷公園
●

あめ
甘酒、わた
ンの
ー
コ
プ
ポッ

りんご祭会場

〔荒井〕

一定温度まで急速に冷却するもので、一時間当たり

この施設は、庫内を真空にすることにより野菜を

午後6時〜

8月23日

事業が完成し、６月10日に竣工式が行われました。

地の収益力向上を支援するために行われ、事業費に

対して７割の補助金が国と市から交付されています。

中原延命地蔵尊
身代わり地蔵りんご祭り

地域振興課 有線2015 ℡72-2202
また、協議会の傍聴はどなたでもできますので、お出かけください。

索
検
真田 地 域 協 議 会

真田地域協議会ホームページ
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協議会の会議録はホームページに公表されていますのでご覧ください。

菅平第二予冷施設
更新事業が完成

ＪＡ信州うえだ菅平第二野菜集荷所の予冷施設更新

公民館 だ よ り
分館対抗球技大会開催のお知らせ

募集

8月21日（日）に「平成23年度分館対抗球技大会」
が開催されます。

参加してみませんか！
通学合宿

真田地域各グラウンドでソフトボール、真田中学
校体育館で9人制バレーボール、真田体育館でソフ
トバレーボールの白熱した大会が行われます。
大会当日は選手、あるいは応援サポーターとして
会場にお越しください。

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。(登下校時には毎回ス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、新しい友達との関係を築く心を育むと共に、家族と自分
とのあり方を考える機会となります。

「史跡探訪講座」参加者募集
公民館では、「史跡探訪講座」の参加者を募集し
ます。今回は、菅平高原の史跡（大笹街道石仏群・
シナノキ、道光神社、唐沢の滝・岩陰遺跡、自然館
など）を巡ります。希望される方は真田中央公民館

実 施 日●平成23年8月28日
（日）から8月31日
（水）
会
場●真田中央公民館など
募集範囲●長小、傍陽小、本原小の小学4年生〜6年生（各家庭1人限り）

にお申し込みください。
日 時●９月９日（金）午前８時30分〜午後４時30分（予定）

参 加 費●3,500円
申込方法●申込書は学校から配布します。7月29日
（金）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。

参加費●1,500円（見学料と昼食代）
定 員●50名（定員になり次第締め切ります）

有線2097

℡72-2655

お は な し 広 場

真田図書館では︑毎月第

階の児童図書コーナーで

３土曜日の午前 時から２

﹁おはなし広場﹂を開催し

ています︒

５月は﹁読み聞かせ﹂に

関する大会で奨励賞を受賞

された雨宮ちよ子さんが︑

自作の紙人形を使い童謡と

手遊びで子供達を楽しま

せ︑絵本などの読み聞かせ

を行いました︒

この日は︑切り抜いた絵

がボードの上で光り浮かび

上がるように工夫された自

作のパネルシアターも行わ

れ︑参加した皆さんは幻想

的に浮かぶ絵と雨宮さんの

語りで物語に引き込まれて

いました︒

真田図書館
有線2003
℡72 ８０８0
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真田図書館おはなし広場

有線放送電話に加入しませんか

さなだみんなの生活展

実行委員団体募集

真田地域には、地域の有線放送電話（地域を結ぶ情報システム）があります。
色々な情報を放送しています。
（詳細については、上田市ホームページトップから
総合案内＞広報＞真田有線放送のページをご覧下さい。）
●非常災害等緊急放送が聞けます。
（緊急放送はボリュームを最低にして
放
送

第28回さなだみんなの生活展
（真田地域消費生活展）の開催
（来年１月下旬予定）にあたり、
新規に実行委員会として参加した
い団体を募集します。参加を希望
される団体は、７月末日までに事
務局までお問い合わせください。

真田図書館通信

真田中央公民館

ある場合でも最大音量の70％相当で放送されます。）
●県、市からのお知らせ、その日の行事予定、その他地域の話題などを
放送しています。
●自治会長、分館長、学校などからのお知らせ放送（ページング放送）

市民生活課 有線2046 ℡72-0154

ができます。
●放送システムのみでも加入できます。

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。

話

地域振興課 有線2015 ℡72-2202

電

真田地域の話題を募集します

●有線の通信線を使い、インターネット接続ができます。
●通話料金は定額です。長時間通話しても料金は一定です。
●放送時間中でも、通話ができます。
●告別式（170）や、一般のお知らせ（171）
をテレホンサービスしています。
地域振興課 有線放送係

有線2121

℡72-2258

上田市はISO14001を導入し環境配慮活動を推進しています。 夏の夜、心にやさしいキャンドル風呂はいかがですか。

印刷／有限会社 大和印刷
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８月７日

真田まつり開催

ンド
ラ
代
三
真田 ベントマップ

今年の真田まつりは、真田地域の名跡を定額で乗り降り自
由な周遊バスで結び、各ポイントでは多彩なイベントを行い、
地域全体を楽しんでいただけます。

イ

信綱寺・古城緑地広場

真田運動公園グラウンド

自治センター

長谷寺
山家神社

真田氏本城跡
ゆきむら夢工房

バスルート
バス進行方向
バス停

〜

駐車場

真田氏歴史館・館跡

お問い合わせ

真田まつり実行委員会事務局
(真田産業観光課

ゆきむら夢工房内)

℡0268-72-2204 有線 2042

新生上田市５周年記念

真田三代周遊バスツアー

第２７回真田まつり

今年はバスで自由に真田を回って遊べるイベントを開催いたし
ます。地元でも意外と知らない真田三代のこと、意外と行かない

『2011 夏の陣 〜がんばろう日本 !!! 〜』
開催日時

平成２３年８月７日 ( 日 )

真田の名跡。それらを繋ぐ真田三代スタンプラリーを開催 !!! ス
タンプラリー達成者には真田三代ランド認定証と抽選で 30 名の
方に真田三代ストラップを差し上げます !!! 夏休みの自由研究に

９：００〜２０：００

もいかがでしょうか。
●フリー乗車券（真田氏歴史館入館料含む）

真田運動公園グラウンド

大人……500 円／小･中学生……100 円／未就学児……無料

イベント

●運行時間はスタンプラリー開催時間の９：00 〜 16：00
12 分間隔で運行します。

☆オープニング 14：30 〜
ひ

もと いち

☆テコンドー 日の本一決定戦【テコンドーの日本一が真田の地で決まります】
☆アップル学園応援部ライブ【信州産 地産地笑のアイドル学園】15：30 〜
☆信州プロレス 【グレート☆無茶 VS 子どもとかやっちゃいます】16：05 〜
☆真田三代みこし 【真田三代に扮した子供みこし】17:35 〜
☆信州真田六文銭太鼓演武

①真田三代ふるさと愛写真展
②第十四代真田徹氏秘宝大公開

☆食の祭典【全国各地の B 級グルメが集う !!!】 11：30 〜

ックポイント
タンプラリーチェ

☆チャリティーつながるマーケット in 真田三代 14：30 〜

ス

☆真田三代の血を受け継ぐ消防団ふれあい広場

ェックポイント

スタンプラリーチ

ェックポイント

『真田三代応援花火』も開催 !!!
19：30 〜 20：00

イベント

11：30 〜／ 13：00 〜

スタンプラリーチ

※イベントの時間が急遽変更と
なる場合があります。

☆茶

席

〜お寺の境内でお抹茶を頂こう〜
ェックポイント

スタンプラリーチ

信綱寺・古城緑地広場
真田氏本城跡

山家神社

イベント

9：30 〜 14：00

☆真田三代特別展

真田勝利の儀 19：05 〜

長谷寺

イベント

9：00 〜 16：00

真田出陣の儀 18：25 〜

☆真田三代民謡 18：40 〜
☆真田鉄砲隊演武

真田氏歴史館・館跡

☆信州真田六文銭太鼓演武
〜真田を見下ろし
太鼓が鳴り響くっ !!! 〜
ェックポイント

スタンプラリーチ

11：50 〜

イベント

13：50 〜

☆TOKYOBOWZ ミュージカル
11：00 〜

13：00 〜

☆歴者アイドル さくらゆきライブ
14：30 〜

☆地元 ダンススクール パフォーマンス
ェックポイント

スタンプラリーチ

