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頑張ってほったよ！
さつまいも

この下をほってごらん

﹁見て見て！﹂子どもたちは︑

月

日︑生活改善グループ

一生懸命にほったさつまいもを
うれしそうに見せてくれます︒
の皆さんと保育園児が6月に植
えたさつまいもの収穫を行いま
した︒今年収穫されたさつまい

に︑茎はきんぴらに︑いもは焼

もたちは︑つるはリース作り

おいもの顔、見えてきた？

きいもにと︑素材すべてがこど
もたちを楽しませてくれます︒

練馬の子どもと
交流稲刈り

の

風景

月

日︑武石小学

山の魅力を子どもたちに
マツタケ狩り

秋晴れとなった

16

た︒収穫したマツタケは︑

日の給食

匂いがするよ﹂と笑顔で話していまし

は一人ずつマツタケを採り︑﹁松茸の

俊夫さんに教わりながら︑子どもたち

校6年生が学有林でマツタケ狩りを行
いました︒グリーンキャスターの翠川

10

22

でマツタケご飯にして全校生徒で楽し
みました︒

月9日︑武石小学校5年生

見て！大きいマツタケ

稲刈りに奮闘していました︒

なりながら︑慣れない手つきで

両校の子どもたちは泥だらけに

で束ねます︒地元の教育ボラン
テ ィ ア の 皆 さ ん の 協 力 も あり ︑

マで稲を刈り︑刈った稲をひも

練馬の子どもたちに稲刈りを教
える先生です︒子どもたちはカ

この日は︑武石の子どもたちが

と練馬区立石神井小学校5年生
の 交 流 稲 刈 り が 行 わ れ ま した︒

10

実りの秋！ 収穫体験！

1

おいしいものを食べ、体を動かし、芸術に触れる。
魅力あふれる武石の秋を思う存分楽しもう！

20

9月23日、上田・松本・長和のボラ
ンティアの皆さんで美ヶ原高原の
笹刈りを行いました。
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スポーツの秋！
心も体も健康に！
運動会日和の10月５日に開催され
た武石体育祭。今年で30回目を迎え
ました。競技は、分館対抗のものや
保育園児のリズム体操、武石音頭や
依田窪南部中学校生徒会が考案した
ふーぱじん

Hupazinリレー（風船入れ、パン食い、
人探しを行う）など。Hupazinリレー
の人探しでは、カードに書かれた名
前の人を会場から探します。ようや
く見つけた人と手をつないでゴー

第30回

武石体育祭

ル！年代別リレーや全員参加の大玉
送りも盛り上がり、会場は元気な応
援の声や笑い声に包まれていました。
年齢の枠を越え地域住民がふれあ
い、心身ともに健康な１日が過ごせ
景品ゲット！

たことでしょう。

リズム♪に合わせて
みんなで心をひとつに
いいもの釣れたかな？

最後は全員参加の大玉送り

心通わせ 健康で豊かな地域をつくろう！

負け
る

!

ばれ

がん

な!
中学生が考えたHupazinリレーのパン食い

2

ともしびの里駅伝大会
月

日 に 開 催さ

回ともしびの 里

紅葉で色づき始めた武石の
里を走る第
駅伝大会が
れ ま し た ︒ こ の 駅 伝 大 会は︑
﹁日本一の草駅伝を目指し
の

て﹂をキャッチフレーズに行
初参加チームを含め

チー ム

われ︑今年は県内外から
19

・１㎞の道のりを７人で

んの催しなども行われ︑多く

の売店︑自衛隊音楽隊の皆さ

焼き鳥やつきたて力もちなど

た︒自治センター周辺では︑

つなぎ︑健脚を競い合いま し

長

び博物館前をスタートし︑全

が参加︒ランナーは︑ともし

84

た︒

の人でにぎわった一日でし

武石ゴルフ大会

第3回

（1時間21分16秒）

練馬区長賞のチームみやけん

準優勝 松本自衛隊A／松本市
（1時間24分25秒）

日本一の草駅伝を目指して

第４位 友遊会ドリーム／小諸市
おたのしみ抽選会

暑い日ざしが残る９月７日︑

丸子グランヴィリオゴルフ倶楽

部で第３回武石ゴルフ大会が開

人が参加し︑親交を深め

催されました︒ゴルフ好きの皆

さん

潔さん

弘さん

優 勝 大沢 美模さん

︿レディース・
グラウンドシニアの部﹀

準優勝 清住 崇之さん

優 勝 高橋

︿シニアの部﹀

準優勝 瀧澤

優 勝 佐藤 和久さん

︿一般の部﹀

▼大会結果

ながらプレーを楽しみました︒

81

準優勝 佐藤八重子さん

3

26

勝 MJINGA／上田市
優勝したM JINGA

10 19

ムチンガ

優
選手宣誓は武石小学校チーム

25

▼大会結果

第３位 練馬区EKIDENチーム

／東京都練馬区
（1時間25分49秒）
（1時間27分05秒）

第５位 腰越JSC、OB／上田市
（1時間27分55秒）

第６位 松本自衛隊B／松本市

（1時間28分42秒）

練馬区長賞（武石から参加の最上位チーム）

チームみやけん

（1時間33分31秒）

武石の花ごよみ

秋秋秋秋秋

長寿を祝う

市長と話す滝澤くにゑさん
（薮合）

農道沿いに咲く可憐な花

稲穂が黄色く色づいた9月

下旬︒権兵衛川沿いのクジャ

クソウが満開になりました︒

この沿道は︑フラワーロード

日

秋の七草﹁萩﹂を楽しむ

と も し び 博 物 館 周 辺 の 萩が︑

9月上旬に見ごろとなりまし

た︒9月7日には︑萩を眺め
ながらお茶を楽しむ萩見の茶

会が行われ︑訪れた人は庭園
の景色とおいしいお茶を楽し

活動日誌

として各地区の高齢者クラブ
の皆さんが春と秋に手入れを

し て い ま す ︒ 今 年 も９ 月

24
んでいました︒

敬老会には約250人の高齢
者の皆さんが集まり︑盛大に

開催されました︒

祝金を受け取る柳助治さん
（片羽）

日は︑長寿を祝う敬

88

に作業が行われました︒

9月

歳以上の方

99

武石地域協議会
第6回

老の日︒市からは︑今年度

歳を迎える方と

歳になる

99

に敬老祝金が贈られます︒

9月4日には︑

薮合の滝澤くにゑさん宅と片

羽の柳助治さん宅を市長が訪
れ︑敬老祝金を贈呈しまし

た︒お二人とも市長の訪問を

日の武石地域

とても喜び︑終始笑顔でお話
していました︒

また︑9月
13

15

敬
老
の
日
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地域振興課 ℡85-2824

9月25日開催

公共交通活性化プランのアンケート結果の報告と武
石開発公社の経営状況と統合についての説明と、地域

社は、平成23年の市内4公社の統合に向けて、各事業
の活性化や施設利用者の増加を目指してさまざまな努

振興基金の使い道について部会に分かれて協議を行い

力をしています。武石地域の重要な雇用の場であるた

ました。

め、抱えている課題や現在の経営状況についての説明

●公共交通活性化プランのアンケート結果について
（都市建設部地域交通政策課）

がありました。

上田市公共交通活性化プランについて実施されたア
ンケートの結果と今年度実施される事業について説明
がありました。今年10月20日からは、デマンド交通の
フリーエリア（予約で自由に乗り降りできる範囲）が
丸子腰越橋まで拡大。また、上田・大屋駅にすべての
バス路線図と時刻表を載せた案内板が設置され、各家
庭にもパンフレットが配布される予定とのことです。
●武石開発公社の経営状況と統合について（武石開発公社）
市や練馬区施設の管理運営をしている㈳武石開発公

第7回

10月29日開催

地域振興部会、市民生活部会で協議した地域振興基
金の使い道について各部会長から報告がありました。
●部会活動の報告
地域振興基金を使った武石で必要な事業として、獣
害防止柵の設置・荒廃農地解消のための大型機械補
助・御柱祭おねり保存のための補助をはじめ、多くの
意見が出ました。これらの意見を考慮し、実現できる
か検討しながら今後予算が編成されます。
4

日から

月９ 日ま

点の原画が
月
23

景を描いた新作を含め︑
展示されました︒展覧会初日の
10

80

日には︑武石を描いた新作の発表に先
立ち︑アトラクションとして武石の伝

ともしびの里文化祭 ＆
ともしび茶会

月１ ・２ 日︑ともしびの里文化祭

楽しめます︒

わる版画展も開催され︑

月

日まで

を楽しみました︒同日から灯火にまつ

ら︑野点と茶室﹁煌庵﹂の二席でお茶

こう あん

秋晴れの下で深まる紅葉を眺めなが

び茶会が行われました︒訪れた人は︑

ともしび博物館では︑１日にともし

くの人でにぎわいました︒

どんや農産物の直売などが行われ︑多

菜の王様コンテスト︑毎年好評の肉う

催されたJAフェスティバルでは︑野

いました︒また︑文化祭に合わせて開

され︑訪れた人たちの目を楽しませて

児︑小中学生の絵画や習字などが展示

生花など千五百点以上の作品や保育園

が制作した盆栽や陶芸︑絵画︑書道︑

武石で活動しているサークルの皆さん

が開催されました︒武石公民館には︑

11

芸術の秋！ 文化に触れて心豊かに！

原田泰治の 世 界 展
新作は﹁武石の秋﹂

月

諏訪市在住の画家︑原田泰治氏の作
品展覧会が︑
11

で上田創造館で開催され︑武石の原風

23

新作﹁武石の秋﹂を紹介する原田先生

統行事﹁御柱祭おねり行列﹂も披露さ
れ︑オープニングを盛り上げてくれま
した︒
原田先生は新作﹁武石の秋﹂を描く
ため︑昨年３ 回武石を訪れたそうで
す︒描かれたのは︑唐沢の福寿草群生
地付近から集落を見下ろした風景︒色
づいたカラマツ林と畑で野良仕事をし

版画展は11月24日まで楽しめます

ている女性︑下校する小学生︑それら
を見守るようにそそり立つ２本の木が
描かれています︒
﹁これをきっかけに︑自分のふるさ
とを見直してもらえればうれしい﹂と
話す原田先生︒武石のふるさとの風景

5

がいつまでも後世につながっていくと

24

in
上田
いいですね︒

11

武石公民館 ℡85-2030
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武石公民館だより
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オープニングアトラクションは
「御柱祭おねり行列」

伝統を繋ぐ 心を繋ぐ

中学校 紫苑祭

「波動〜南中の波を起こせ〜」をテーマに、依田
窪南部中学校で開催された第36回紫苑祭。1日目

べるか!?

の9月26日には、意見文発表や吹奏楽部の演奏、
生徒会企画の体育祭、2日目の27日には選択教科

ラス。 「ガンバレ〜」体育祭の応
援にも力が入ります。 廊下に並ぶ

クラス対抗大縄跳び。連続何回跳
廊下のガラス一面には美

術部員8人で作り上げたステンドグ

肖像画。

のステージ発表や合唱コンクールなどが行われま

2年連続県大会へ出場し

た吹奏楽部。3年生は最後の演奏で

した。今年は新たに誰でも参加できる「フリース

す。

合唱コンクールをしめくくる

のは3年生の四部合唱「ハレルヤ」

テージ」を生徒会で企画し、オーディションを突
破した4グループがダンスなどを披露しました。
各教室には、絵画などの作品も展示。紫苑祭をと

教室にも個性があふれます。

おして生徒たちの熱い思いがひとつになり、大き
な波ができた2日間でした。

たけしの
話題

PTAバザーのお礼と報告
武石小学校PTA

去る6月21日、武石小学校PTAバザーが開催されました。地域の
皆様をはじめ、PTA会員の皆様には、多くの品物をご提供いただ
き、心からお礼申し上げます。
当日は、予想を上回る大勢の皆
さんがご来場くださり、46万円
余の収益がありました。この収益
金の中から小学校へ教材を寄進さ
せていただきました。
ご報告が遅くなりましたが、収
●バザー収支報告
支は表のとおりです。
収入 463,905円 当日の売上げ
今後とも、武石小学校PTA活
100玉そろばん教師用2台
動に対し、ご理解とご協力を賜り 支出 215,154円 児童用40台及び諸経費
差引 248,751円 PTA会計へ
ますようお願い申し上げます。

「たけしの話題」
募集しています！
！
古紙配合率 100％再生紙を使用しています。

掲載記事、写真1〜2枚をお送りください。
締 切▶12月12日（金）
まで。
（次回発行は2009年1月16日号）
送り先▶地域振興課 TEL85-2824 FAX85- 2313
E-mail ttiiki@city.ueda.nagano.jp

アイデア
募集中！

武石の

特産品をつくろう！

武石ならではのお土産がほしい…
武石のこだわりがある特産品がほしい…
そんな意見が多いことから「武石特産
品検討委員会」を立ち上げ、特産品づく
りを進めようとしています。そこで、武
石特有の素材（食べ物、花、景色など何
でもOK!）・郷土料理など、みなさまか
らのアイデアを募集します。
武石地域ならではの自慢の特産品をつ
くりましょう！
●応募締め切り
●応募先

12月26日（金）

・武石地域自治センター
産業観光課

℡85-2828

・武石村商工会

℡85-2823
6

