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松代城関連
事 業 部 会

◆◇２００９松代城春まつりのご案内◇◆

〜杏お花見ツアー〜

〜お花見コーナー〜

【期日】４月１０日(金)
春まつりに合わせ松代に訪れる遊学客に
松代の杏、史跡等を散策して頂きます。

【期日】４月１１日(土)１２日(日)
◎松代城二の丸内の『花見桟敷』スペース
でお花見ができます！！
◎場所に限りがありますが
本丸内でのお花見も可能です。

〜灯りの演出〜

〜信州・松代ウオーキング〜
【日
時】４月１１日(土)
【コ ー ス】・２７㎞善光寺御開帳コース
・１６㎞松代花巡りコース
・８㎞佐久間象山コース
【募集期間】４月１１日(土)まで

【時間】午後６：００〜９：００
◇４月１１日(土)〜１８日(土)
・
『松代城本丸内桜ライトアップ』
◇４月１１日(土)１２日(日)１８日(土)のみ
・
『かがり火風灯り』：本丸内
・
『筒絵灯り』：太鼓門前から西側広場

≪点灯式４月１１日(土)午後６：３０≫
松代地区内の小学校 (松代・
東条・西条・清野・豊栄・寺尾)、
松代幼稚園、保育園(象山・
東条・西条・清野・豊栄・寺尾・
まきば)の子供達が描いた絵に
よる約１０００本の筒絵灯り
が幻想的です！

当日申し込み可能
【問合せ先】信州・松代ウオーキング事務局
℡ ２６７−５８１８
FAX２９１−８６１３

〜伝統芸術・芸能・音楽等の発表〜
【期日】４月１１日(土)１２日(日)
【場所】松代城二の丸特設ステージ
【内容】松代地区芸能三団体による発表

−①−

産 業 部 会

東条のあんずは伊予
宇和島藩から松代藩主
に嫁いだお姫さまが
故郷を偲んで植えた
ことがきっかけです！

◆東条あんずまつりのご案内◆
【期日】４月４日（土）〜４月１２日（日）
（上記のうちあんずの開花期）
【場所】東条菅間地区
★詳細は下記【東条ＭＡＰ】をご参照下さい。
★国民宿舎松代荘に案内板が出ています。
案内板に従ってお越し下さい。
【内容】お茶のおもてなし
地元農産物の販売等

産業部会では、松代地区の伝統工芸(草木
染め、松代つむぎ等)の情報を集めており
ます。伝統工芸の内容等ご存知の方は、
下記連絡先までお知らせ頂ければ幸い
です。皆様のご協力をお願い致します。
＜連絡先＞住民自治協議会事務局 中澤
℡ ２７８−１８８５
FAX２７８−６５０３

東条ＭＡＰ

しゅさいじん

たまよりひめの みこと

主 祭神 は玉依比売 命 で、
初代神武天皇の母君です。

あんず畑が
広がります！
白糸滝とも呼ば
れ滝の高さは約
30m あります。

(池田の宮)

長野市指定文化財。
横穴式石室です。

今後各地域の
ＭＡＰ紹介を
予定しています

真田信政、幸道、
幸道母の位牌が
あります。

−②−

農産物の販売や
お茶のおもてなし
あります！

長野市指定文化財。基礎
石上に高さ 156 ㎝の
方柱の塔身を立て、上に
笠石が乗せてあります。
方柱の上部四面に阿弥
陀、釈迦、薬師、弥勒が
浮彫されています。

松代城跡の桜を
描いてみませんか！

出張教室もおこな
います！！お問い
合わせ下さい！！

教育文化部会
★松代城写生大会のご案内★
【期
日】４月１１日（土）雨天中止
【場
所】松代城跡
【受
付】午前９：００〜９：３０
【作品提出】午後２：００(クレヨン画、水彩画、油絵)
【持 ち 物】筆、絵の具、画板等
画用紙は受付で配布致します。
【詳
細】
・参加無料・申込不要です！
・小学生以下の方は、保護者同伴でお願い致します。
・松代美術協会の先生方が巡回指導致します。
・優秀作品には、賞状と景品が出ます！
・出品者全員の作品を松代公民館で展示致します。
＜期間：４月１３日(月)〜４月３０日(木)＞
【主
催】住民自治協議会教育文化部会
【共
催】エコール・ド・まつしろ倶楽部【絵画専科】
【協
賛】松代地区育成会連絡協議会
松代美術協会
【連 絡 先】松代公民館
℡２７８−３９１２

◇第１回松代おもしろ科学教室
開催のご案内◇
時】５月１０日（日）
午前９：３０〜１１：３０
【場
所】松代公民館
【内
容】不思議なプロペラづくり
【対
象】小学生
(保護者、一般の方の参加も
可能です)
【定
員】２５名
【申込方法】松代公民館窓口にある用紙に
記入してお申し込み下さい。
【申込期間】
＜４月１５日(水)〜４月２４日(金)＞
【連 絡 先】松代公民館
℡２７８−３９１２
または、教育文化部会
「松代おもしろ科学教室」担当：海野
℡２７８−３９５３
【日

今年度は年４回の『松代おもしろ科学
教室』を予定しています。

健康増進部会
○第２回マレットゴルフ大会のご案内○
時】４月２４日（金）
午前９：００〜１２：００
【場
所】犀川第２緑地マレットゴルフ場
【競技方法】１８ホール パー７２
ストロークプレー
【参 加 費】５００円
【申込方法】住所、氏名、電話番号、生年月日 を
明記して下記までお申し込み下さい。
詳細は後日ご連絡致します。
【申込締切】４月１０日（金）
【申込み先】住民自治協議会事務局 中澤
℡ ２７８−１８８５
FAX２７８−６５０３
【日
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第
１
回
第
２
回
第
３
回
第
４
回

期日

内 容

申込

5/10
(日)

1.科学教室の紹介
2.不思議なプロペラ作り

4/24
まで

6/20
(土)

1.不思議な空気の重さ
2.表面張力

6/5
まで

8/5
(水)

1.水に関する科学実験
2.浮沈子を作って遊ぼう

7/20
まで

11/14
(土)

1.静電気で遊ぼう
2.磁石とコイル

11/6
まで

老若男女
問いません！

各種団体からのお知らせ
＊第１１回長野マラソン大会応援のお願い＊
〜地元・松代を国内外のトップランナーが走ります！！〜
５年に１度のコース変更に伴い、第１１回大会より長野マラソン大会は
松代地区の一部（長野インター付近〜松代城北〜中道島信号）を走る
コースに変更されました。全国から集まるランナーの皆さんを
お迎えし、大会を盛り上げましょう！
【日時】４月１９日（日）概ね午前９：００〜午後１：００頃まで
【問合せ先】長野オリンピック記念長野マラソン大会組織委員会事務局
℡２３４−６３８０

松代芸能協議会より
舞踊、三味線、琴、等の伝統芸能団体をはじめ、健康のためのサークル等、現在１４団体が、
本会に所属しております。ともに地域文化の向上を願い、心豊かな明るい町づくりを目指して
活動しております。また、今年の「松代・芸能祭」は松代文化ホールにて、１０月２５日(日)
に第２４回目の開催を迎えます。つきましては、活動の輪を広げたいと思う方々と共に舞台を
共有したいと考えております。ご希望の方は、団体名、代表者名、代表者連絡先(電話番号 orFAX
番号)を右記までご連絡下さい。＜連絡先＞松代芸能協議会事務所 ℡２７８−２６４４(寿楽苑内)

『４月の予定表』

4(土) 東条あんずまつり(4/12 まで)
10(金) 杏花見ツアー
11(土) 松代城春まつり、信州・松代ウオーキング、松代城写生大会
12(日) 松代城春まつり
19(日) 長野マラソン大会
24(金) マレットゴルフ大会

住民自治協議会事務局より
≪ホームページ開設のお知らせ！！≫
住民自治協議会のホームページが開設しました。アドレスは下記の通りです。
４月より閲覧ができます。より多くの情報をお伝えしていきたいと思います。
是非ホームページをご覧になり、ご意見・ご要望を事務局までお寄せ下さい。

http://www.matsushirochiku.com/
〜編集後記〜
いよいよ新年度がはじまりました。私事ですが我が家では子供が小学校入学を迎え
ました。教育事情も随分変わっているようで、親子ともに期待と不安でいっぱいの
４月です。子供にとって勉学も大事ですが、他人へのおもいやりをいつまでも忘れ
ずに持っていてほしいと願っています。
−④−

