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第28回 真田まつり開催

８月４日に行われた真田まつりは、天候
に恵まれ多彩なイベントに大盛況でした。
真田十勇士をイメージした御神輿という
テーマで出来映えコンテストが行われた真
田三代みこしでは、各自治会が趣向を凝ら
した御神輿で登場し賑やかに練歩き、出早
自治会が優勝に輝きました。また、フィ
ナーレを飾る真田三代応援花火には大きな
歓声が上がりました。
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（★印さなだスポーツクラブ主催）

9月 17日 ふるさと再発見ウォークラリーin真田
29・30日 さなだスポーツクラブ杯少年野球大会
30日 ワンバウンドフラバールバレー交流大会
（★）
10月 ６日 真田図書館星空観望会
８日 トップアスリートが教える！チャレンジスポーツ塾（★）
20日 「真田の郷」ラン＆ウォーク
（ 真田の郷ラン＆ウォーク事務局 03-6826-5957）
21日 第54回真田地域一周駅伝大会
27・28日 第11回真田幸村ロマンウオーク
11月2〜4日 真田総合文化祭
３日 サッカーフェスティバル（★）
3・4日 真田の里 新そばまつり
（ゆきむら夢工房）
17日 さなだスポーツクラブ・スポーツフェスティバル2012
ふれあいさなだ館イベント情報
9月19日
10：30〜 ヨガ＆ストレッチ
（入館料とは別に受講料500円）
12：30〜 初秋の調べハーモニカ＆コカリナの演奏（入館料のみ）
真田温泉ふれあいさなだ館 有線2230 ℡72-2500
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第11回

真田幸村ロマンウオーク

Ａ 真田三代発祥の里コース
（約22㎞）
●日時：10月28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 10/27㈯ Ｂ 城下町・蚕都めぐりコース
（約13㎞）
10/27㈯ Ｃ 信州の鎌倉・湯けむりコース（約20㎞）
10/28㈰ Ｄ 上田城・城下町寺社めぐりコース
（約11㎞）
10/27㈯・28㈰
（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

歴史館企画展が盛況

人気テレビ番組で鑑定士として
活躍されている澤田平氏の貴重な
コレクションを展示した企画展期
間中に9,900人が来館しました。
数多くの収集品は、特別展示さ
れた真田幸村公の子孫、真田徹氏
が所蔵する貴重な品々とともに、
訪れた人の熱心な視線を集めてい
ました。また、８月５日には「真
田幸村公の実像と信州の科学」と
題した澤田氏の講演会が行われ、

らいてうの家子ども祭り

n e w s

集まった皆さんはユーモアあふれ
る講演に聞き入りました。

c a m e r a

主防災組織の構築について

年 度 第 ４ 回・第５ 回 協 議 会から

日に第４回︑

真田地域協議会だより

平成

日と８月

年化するよう要請するとともに︑
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８月５日にらいてうの家運営委員会
主催の子ども祭りが古城庵で行われま
した。
参加した子供たちは、心地よい風に
豊かな自然を感じながら、折り紙での
マスコット作りや地元の皆さんによる
真田の民話の紙芝居、パネルシアター
を楽しみました。

中原延命地蔵尊りんご祭り

小学生放送コンクールで
最優秀賞受賞

恒例のりんご祭りが中原の

８月17日に長野
県有線放送小学生

延命地蔵尊で８月23日の夕
方から行われ、大勢の人で賑

線バスを配置して、バスの乗車体験を行いました。

わいました。地域の子どもた

車内にはそえひ保育園の年長園児が描いた絵画が展

ちが絵を描いた絵灯篭50基

示されており、自由に路線バスの車内を見学していた

ほどが幻想的に歩道を照らす

だきました。運転席に座ってハンドルを握った男の子

なか、身代わり地蔵様の伝説

は、
「わぁー大きい！」と大喜びでした。

が残る地蔵尊にお参りをする

放送コンクール県
大会が開かれ、真
田地域からは東信
大会で優秀賞を受
賞した長小学校２
年の田中季菜さん
と菅平小学校６年
き

人が続いていました。
受賞に「夢のような感じ」
と喜ぶ小山さん

な

けい

の小山慧さんが出
場しました。県内56校11,156人が参加した中、田中さん
が低学年の部で入賞。高学年のテーマ「ぼくの住んでい
るまち」で菅平の良さを表現した小山さんが最高賞の最
優秀賞に輝きました。
●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。
）

℡72-4331

もっと図書館を
訪れるきっかけに

真田図書館サポーターの

会と真田図書館の主催によ

るコンサート﹁ヴァイオリ

日

25

ンとシンセサイザーで楽し

む音の玉手箱﹂が８月

に行われました︒市内外か

ら集まった100人ほどの

聴衆は︑上田アンサンブ

ル・オーケストラ等で活躍

ひろ み

するヴァイオリニストの木

内裕美さんと真田氏をテー

たか

マに作曲したＣＤを発売し

ひろ

ているピアニストの木内貴

大さんが奏でる音楽に魅了

されました︒

秋の星座と
アンドロメダ
銀河を見よう！

真田図書館とサポーター

の会では︑星空観望会を開

催します︒秋の一夜︑望遠

月６日︵土︶

鏡で夜空を見て︑宇宙に思

時

真田中学校

いを馳せましょう︒

●日

場
グラウンド

渡辺文雄さん

午後７時〜︵２時間︶

師
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有線2089

真田図書館通信

建設課
●会

●講

人

無料

︵申し込み順︶

懐中電灯

員

●参加費

●定

●持ち物

真田地域自治セ

ンター駐車場を御利用く

50
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上田バス
（株）
の御協力により真田まつりの会場に路

氏名（敬称略）
半田 榮範
山崎 寿雄
佐藤 論征
半田
卓
清水
潤
若林ゆき子
丸山
進
竹村 好平
竹花みい子
齊藤 文一
北澤 俊彦
山野井宏彰
田中 新平
遠藤
孝

●駐車場

月３日ま

10

ださい︒

でに真田図書館へ

●お申し込みは

天候不良の場合は︑真田
※
図書館で天体のお話や工

作をします︒

真田図書館
有線2003
℡72 ８０８0
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所
属
真田地域協議会 会長
さなだスポーツクラブ 会長
PTA真田地区事務局 局長
真田地域自治会連絡会議 会長
真田地域長寿会 会長
農村女性ネットワークさなだ 会長
菅平高原観光協会 理事長
真田町商工会 会長
さなだ共同参画ネットワーク 会長
校長会真田支会 支会長
八十二銀行真田支店 支店長
上田市立丸子中学校 教諭
風屋とうふ店 代表取締役社長
上田バス株式会社 代表取締役

７月

ました︒７月の協議会では︑今後

自主防災組織リーダー研修会を開

総会が開催され、次のとおり役員が改選されました。任期

役 職
会 長
副会長
監 事
役 員
役 員
役 員
役 員
役 員
役 員
役 員
役 員
役 員
役 員
役 員

カメラニュース

で
真田まつり
車体験を
路線バス乗
。
行いました

７月４日に平成24年度真田地域公共交通利用促進協議会
は平成24年4月1日から平成26年3月31日までです。
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各自治会に対し役員任期を複数

の協議の進め方について各委員が

催し︑その必要性を説明してまい

真田地域公共交通利用促進協議会から

第５回の真田地域協議会を開催し

取り上げたいテーマについて意見

ります︒

また︑災害発生時に連携できる

を出し︑その内容と方法を協議し

防署︑自治会・消防団による︑地

ました︒結果︑次のテーマについ

ていきます︒

区連単位の合同防災訓練を実施し

よう︑真田地域自治センターと消

・第１分科会 地域ブランドの確立

ていきたいと考えています︒

て３つの分科会に分かれて協議し

・第２分科会 公共交通

２ 自治会単位の避難場所の周知

について

・第３分科会 福祉・防災・定住

化の推進

自治会の皆さんと協力しなが

ら︑初期避難場所・第一次避難場

８月の協議会では︑分科会の委

員構成について確認したのち分科

所を確認し︑ハザードマップを活

用して避難場所について地域住民

に周知していきます︒

３ 自治会単位の災害時要援護者

登録制度の取り組みについて

民生児童委員協議会及び社会福

祉協議会と連携し︑各自治会に対

会協議を行いました︒

第３期真田地域協議会からの
意見書に対する市からの回答

号

︵前号に引き続き︑意見書に対す

号・

して説明会を行い制度の理解を深

年度末

25

る市からの回答を掲載します︒意

見書の内容については

をご覧ください︶

25
めます︒目標として平成

えあいマップを作成し︑活用して

までに︑すべての自治会で住民支

いただくよう周 知してまいります ︒

安心して暮らせる地域づくりの推進

１ 自治会単位で︑実動できる自

﹁真田地域の防災について﹂

24

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。

2

公民館 だ よ り

国内ホームステイ交流事業 ふれあいＩＮ 岡垣
7月28日から8月2日にかけて、「国内ホー
ムステイ交流事業

ふれあいＩＮ岡垣」が行

われました。齊藤文一本原小学校校長を団長
に、真田地域の小学5年生と6年生あわせて
14人が研修団として福岡県遠賀郡岡垣町を
ホストファミリー対面式

訪問しました。

海釣り体験

岡垣町では、3泊のホームステイや、現地
の小学生との交流、海釣りやサーフィン体験
など、多彩なプログラムで受け入れていただ
きました。研修団の小学生たちは、海沿いの
南国の自然の魅力に触れ、普段できない体験
サーフィン体験

を研修でき、思い出深い夏になりました。

岡垣町長訪問

平成3年から続けているこの事業は、一年
おきに、訪問と受け入れを繰り返し、交流と
体験を通したジュニアリーダー育成を趣旨に
行っています。平成25年の冬には岡垣町の
皆さんを受け入れます。岡垣町の皆さんに、
真田の魅力を伝えるため、大勢の皆さんの御

ビーチフラッグ

協力をお願いします。

戸切小学校交流会

花の百名山、根子岳をゆったり楽しみました！

ゆかた着付け教室
真田中央公民館と真田町文化協会は、「ゆかた着付

8月22日に、
「百名山トレッキング 〜花

け教室」を７月30日に初めて開催しました。お祭り

の百名山根子岳をゆったり楽しもう〜」

シーズンの中、日本の伝統的な衣装のゆかたを自分

を開催しました。快晴にめぐまれて絶

で着付けができるように、と企画しました。

好の登山日和のなか、やまぼうし自然

指導は、踊りを習う中で和服の着付けも勉強して

学校の皆さんのガイドで、山登りと自

身に着けたという真田町舞踊連合会の皆さんにお願

然観察を楽しみました。

いしました。

登山道沿いには、花の百名山のいわ

参加者からは「今までは他の人に着付けてもらった
り、
自己流だったが、様になる着付けを教わり良かった」
との声が聞けました。

第54回

れとなったウメバチソウや、ハクサンフウロ、マツムシソウなど初秋
の高山植物が咲き乱れ、たくさんの蝶
が舞っていました。

教室では文化協会の佐藤

参加者一同、普段なかなか足を延ば

会長が撮影した記念写真の

すことがない根子岳に登ることができ

贈呈や、ゆかたに合うヘア

て大変よかったとの感想。中には数十

アレンジの講習も行われ、

年ぶりに登ったという方も。地域の魅

こちらも大変好評でした。

力を再発見した一日でした。

真田地域一周駅伝大会

10月21日（日）午前10時にスタート

真田総合文化祭 作品展の会場を

真田中央公民館に変更します！

11月2日
（金）〜４日
（日）にかけて、真田総合文化祭を開催します。

伝統ある真田地域一周駅伝大会が今年も開催され

今年から作品展の会場を真田中央公民館に移します。真田町文化協

ます。昨年は分館対抗の部で菅平分館が優勝し四連

会を中心に協議し、舞台発表と作品展示を1箇所で楽しんでいただけ

覇を達成しました。今年の優勝の行方は？沿道の皆

るように会場を変更しました。

さんの応援が選手の力になりますので、あたたかい
応援をお願いします。

日ごろの活動の成果を発表する場です。作品の展示や舞台発表を希
望される皆さんは、お気軽に真田中央公民館にお問い合わせください。

真田中央公民館

有線2097

℡72-2655

常温保存できるもので、冷蔵庫に入れているものはありませんか？ お店の陳列台をヒントにしてみましょう。

印刷／有限会社 大和印刷
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