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輝かしい新春を迎えて

平成23年の新春を迎え、皆
様のご多幸とご健康をお祈り
申し上げます。
「地域自治センターだより」
は今年も真田地域の身近な話
題を皆様にお届けしていきます。
さて、12月上旬、上横道公
民館前で桜が咲いていまし
た。秋から冬にかけて少しず
つ咲き、咲かないつぼみは春
に咲く「十月桜」と地元の方
から聞きました。

22日 さなだみんなの生活展
（真田地域消費生活展）
30日 幸村街道会の豆まき
【上田市魅力アップ応援事業】

真田地域消費生活展

1月

第27回 さなだみんなの生活展の開催
テーマ／こどもたちと

5日 シリーズ文化講演会
（真田会場）
8日 戸沢地区馬引き
27日 真田地域小学生ドッジボール大会
（さなだスポーツクラブ☎72‐2657）
27日 菅平シュナイダー記念スキー大会
一般大回転
（真田地域教育事務所）
3月

6日 分館対抗卓球大会
（真田中央公民館）

1

1 22日㈯

〔開催日時〕 月
〔場

2月

のこそう ふるさと

市民生活課

午前10時〜午後2時30分

所〕真田中央公民館

●環境・食生活・健康などについて
研究・学習した内容のパネル展示
●フリーマーケットや展示即売会
●ステージ発表
●悪質商法防止啓発オリジナルトイ
レットぺーパーをプレゼント
●アンケート回答者への景品 等々
有線2046

℡72-0154

真田の自然

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

国道406号の菅平ダム
湖をまたぐ菅平大橋が完
成し、開通式が11月17

もちつき大会（さなだ保育園）

日に現地で開かれまし
た。

n e w s

菅平大橋が開通

さなだ保育園で恒例のもちつきが12月２日に

ダム湖に沿った今までの道路はヘアピンカーブに加え、日陰に

行われました。
「ぺったんこー、ぺったんこー…」

なる場所で冬は凍結する危険な箇所でした。橋の開通によって直線

と、みんなで『もちつき』のうたを歌ったあ

道路となってスリップ事故が減り、安全な通行が可能となりました。

と、もちつきが始まりました。園児達に杵は重

北島一博自治会長はあいさつの中で、「念願が叶いました。観

そうで、年少の園児は保母さんたちに手を添え

光客も安心して菅平を訪れることができる。」と話しました。

きね

てもらいながらついていました。

橋の渡り初めは、村本均さんご家族三代の皆さんを先導に行い
ました。

ついたもちは、三色のもち（あんこ・きな
こ・ごま）として昼食に出されました。
11月27日、スポーツクラブ発足５周年記念イベントとし

て、三四六さんのアコースティックライブが真田中央公民館ホ
ールで開催されました。570枚のチケットは発売してすぐに

さなだスポーツクラブ
発足５周年記念イベント

完売。クラブ事務局は慣れないチケットの問い合わせに大
変だったとのこ
とです。
３時間におよ
んだ三四六さん
の熱唱と軽妙な
トーク。楽しい
ひとときはあっ
という間に過ぎ
ました。

さなだの里新そばまつり

11月5日〜6日、さなだの里新そ
ばまつりがゆきむら夢工房を会場に
開催されました。
販売開始は午前11時。新そばの
味を楽しもうと、食券販売所には長
い列ができていました。両日用に用
意したそば約1,500食は全て完売し
ました。
今年から真田地域内のそば屋さん
５店も協賛。店を訪れたお客様への
特別サービスがありました。

●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

月

日 ︶︑ 第 9 回
による説明を求めるなど︑見直

対しては︑さらに具体的な数値

地 域まちづくり方 針の検 討 が 進 む

第8回︵
日︶に地域協議会を開
しにあたっては積極的に地域の

きをするとのことです。
クイズに答えながら真田一族の足跡を訪ねます。

月

催し︑主に真田地域﹁地域まち
現状把握に努めました︒

活発に活動する同組合で
場所 ゆきむら夢工房前駐車場

に売れていました。

真田一族の郷お宝発見ウォークラリー

は、これからの冬期間に炭焼

をあわせて初開催

︵
づくり方針﹂の見直しについて
見と地域自治センターの意見が

第９ 回協議会では各委員の意

地域自治センター各課長から
反映した変更案を全体で協議し

協議を行ないました︒
説明のあった﹁地域まちづくり
ました︒

︶﹂ の 策 定

方 のご参 加をお

たが、当日は予想以上の大盛
待ちしています 。

場を中心に開催されました。
を用意して大勢の

方針﹂の現在までの進捗状況に

地 域 別 懇 談 会︵真 田 会 場︶

市と真田地域協議会が共催した
﹁地域別懇談会﹂は 月5日︑地域
住民の皆さん約 名の出席をいただ
た︒

き︑真田中央公民館で開催しまし

〜H

懇談会は︑上田市総合計画の﹁後
期基本計画︵H

と﹁地域まちづくり方針﹂を見直し
するにあたり︑あらかじめ住民皆さ
んの声をお聞きして︑計画づくりに
反映することを目的としました︒
市長をはじめとする市の関係者と
の意見交換では︑出席者から８月２
日の災害対応のことや︑地域予算な

した野沢菜やだいこんが次々
午後3時30分〜

初めての試みで心配だったと
（下郷沢活性化組合）

いこん収穫祭が下郷沢区民広

野沢菜・だいこん
収穫祭
今 年も幸 村 鍋
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どについてのご意見がありました︒

年度上田市功労者表彰式

上田市功労者表彰

月

平成

人・6団体が表彰

日に市役所本庁舎で開催

されました︒

が

22 22

に取り組むなど︑市民協働による

ともに︑地域のイベントに積極的

田 幸 村 の ふ る さ と ﹂ をＰ Ｒ す る と

と位置づけ︑訪れる観光客に﹁真

国道144号線を﹁幸村街道﹂

幸村街道会

●まちづくり表彰

動に尽力された︒

指導及び事故防止活

て︑交通安全の街頭

交通指導員とし

・社会部門 清水三喜夫さん
︵大畑︶

献された︒

政の円滑な運営に貢

に尽力され︑税務行

告制度の普及・発展

会長として︑青色申

真田町青色申告会

・自治部門 大滝 幸一さん
︵荒井︶

●功労表彰

１団体が表彰されました︒

を 受 け ︑ 真 田 地 域 か ら は ︑ 2名・

51

11

地域づくりの推進に尽力された︒

3

500円
（ウォークラリーの保険料等）

参加費

駐車場

ゆきむら夢工房

場 所

午後0時30分〜

1月30日
日 時

11

いう組合長の斉藤功さんでし

況。遊休農地を活用して栽培

初開催
日時

1月30日

27

合の皆さんによる野沢菜・だ
（幸村街道会）

15

17
80

24

11月28日、下郷沢活性化組

わがまち魅力アップ応援事業

幸村街道会の豆まき
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参加賞を含め上位成績者には賞品も用意しています。

定 員 ウォークラリー先着100名
産業観光課 有線2042 ℡72-4330

公民館 だ よ り

真田総合文化祭
第52回

菅平シュナイダー記念
募集
スキー大会 開催のお知らせ

午後１時30分〜午後3時15分

をお待ちしています。

（開場午後１時）

日時：2月27日(日)

師：童門冬二氏（小説家）

の菅平高原来訪を記念して開催しています。アルペンシリーズ

の今年のテーマは「歴史に潜む新たな発見」です。
の一般大回転はローカルな大

第2回目の講演会は、真田町文化協会の皆さんが中心
会として毎年大勢の方が参加

となり、真田会場で開催します。

果が披露されました。発表者にはたくさんの拍手が客席から送られていました。

真田図書館通信
お は な し 広 場
開催のお知らせ

税に関する
中学生の標語入選作

上田市などが募集した平成

年税に関する中学生の標語で︑

各賞を受賞した︑真田中生徒・
時〜

日時▼２月 日㈯ 午前

柚芽 さん

俊英 さん

綺菜 さん

悠司 さん

綾花 さん

翔太 さん

真緒 さん

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︒

真田地域の話題を募集します

菅平中３年 中沢

税金は 楽しい暮らしを ささえてる

真田中３年 柳沢

支え合う みんなのための 消費税

上小・更埴租税教育
推進協議会長賞

菅平中３年 鈴木芙祐子 さん

﹁助かるね﹂その一言を 税金で

真田中３年 大井

考えよう 税が活きてる 我が郷土

上田税務署長賞

菅平中１年 酒井

明るい明日 僕らの税で つくろうよ

菅平中１年田川

税金で みんなの笑顔が つくられる

真田中３年 横沢

納税は 社会作りの 第一歩

真田中３年 玉井

税金を 納めてつなぐ 明るい明日

上田市長賞

菅平中生徒の作品を紹介します︒

時〜

宮下奈都
内田康夫
渡辺淳一

糸

佐野洋子
か月﹂

古市卓也

真田図書館
有線2003 ℡72 ８０８0

﹁ちいさなつきがらす﹂
マーカス・フィスター

エレン・ブライアン

﹁クリスマスツリーの

﹁鍵の秘密﹂

﹁おぼえていろよおおきな木﹂

●児童書

ピーター・F・ドラッカー

小川
﹁ドラッカー最後の言葉﹂

﹁砂の王国 上下巻﹂ 荻原 浩
﹁ようこそ︑ちきゅう食堂へ﹂

﹁孤舟﹂

﹁風のなかの櫻香﹂

﹁田舎の紳士服店のモデルの妻﹂

●一般書

新 刊 本 の 紹 介

し︑参加無料︑予約不要です︒

いずれも真田図書館２階で開催

・たまて箱の皆さんによる紙芝居

日時▼３月 日㈯ 午前

﹁おひなさまをつくろう﹂

・鳴沢今日子さんのおりがみ教室

10

22

・ミミールの会の皆さんによるお話

19

19

℡72-2655
有線2097
真田地域教育事務所
℡72-2655
有線2097
真田地域教育事務所内大会事務局

テーマ：「歴史に学ぶまちづくり」
ージをご覧いただくか、下記までお問い合わせください。

講
※詳細は、上田市のホームペ

所： 真田中央公民館ホール
スキー場

場

場所：パインビークオオマツ

10

12

開催日時：２月５日
（土）
します。今年も皆さんの参加

定員400名
３回シリーズで開催する講演会
この大会は“スキーの父”といわれるハンネス・シュナイダー氏

入場無料
シリーズ 文化講演会
真田会場
第52回

10月30日から11月1日、真田町文化協会主

催（佐藤和雄会長）の真田総合文化祭が開

催されました。

生花などの作品が展示され、訪れた人の目を楽しませました。

展示発表会場となった真田体育館には、木彫り、絵画、書道、陶芸、写真、

管バンド・大正琴・声楽部門の合唱・合奏・舞踊・吟詠等々、日頃の練習の成
また、舞台発表祭は真田中央公民館大ホールで31日に行われ、器楽部門の金

上田市はISO14001を導入し環境配慮活動を推進しています。 マイバックを持参してますか？
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