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―トレッキングコース 

設定記念― 
 

 

 

 

【期  日】１１月１４日（土）前日豪雨・当日雨天の時中止 

【集合場所】ＪＡ長野県総合研修所 第二駐車場（松代町大室）ｱｽﾌｧﾙﾄ駐車場手前の砂利の駐車場 

【日  程】  ８：４５ 集合・点呼・開会式 

９：００ 登山開始 

１１：４０ 奇妙山々頂到着(海抜1,099.5ｍ) 

休憩・昼食 

１２：４０ 奇妙山々頂出発 

◎Ａコース(7ｋｍ)          ◎Ｂコース(8ｋｍ） 
  (往復同コース)             (復路尼飾山経由) 

１４：３０駐車場到着    １３：２０尼巌山到着 

  点呼・解散    １５：２０駐車場到着 

                点呼・解散 

【参  加 費】300円(傷害保険他・当日受付で納入） 

【持 ち 物】ﾄﾚｯｷﾝｸﾞに適した動きやすい服装・登山靴 or 

      靴底が滑らない靴・杖・帽子・手袋・雨具・防寒 

      具・ﾘｭｯｸｻｯｸ・昼食・飲料水・救急薬・タオル等 

【定  員】Ａ・Ｂコース合わせ１００名 先着順。(引率 

登山案内者数名同行致します)受付人数が100名 

に達した時点で締め切ります。申込後に定員内 

に入っているか必ず確認後、ご参加下さい。 
【申込期間】１０月６日(火)～１０月１６日(金) 

【申込方法】住所、氏名、電話番号、生年月日、希望 
コース(Ａ・Ｂの別)を、下記のいずれかの 

方法で住民自治協議会までお知らせ下さい。 

① FAX ：０２６（２７８）６５０３ 
②  ☎ ：０２６（２７８）１８８５ 
③ Mail：mail@matsushirochiku.com 

【特  典】「大室温泉まきばの湯」様では通常500円の入浴 

      料を300円にして下さいます。当日受付で「当日 

のみ有効割引券」をお渡しします。ご利用の方は 

下着の着替え等お持ち下さい。 

【注意事項】★集合場所、ｺｰｽをﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄでご確認下さい。ﾊﾟﾝ 

ﾌﾚｯﾄは、松代地区住民自治協議会、松代公民館、 

登山口ポスト(4箇所)等にあります。 

★当日、出発時及び下山後に必ず点呼を受けて下さい。 

★ケガ等は自己責任で処理をお願いします。 

【主  催】住民自治協議会健康増進部会 尼巌山・奇妙山トレッキングの会 

【問合せ先】住民自治協議会事務局 ☎２７８－１８８５ 中澤・大泉 

松代地区住民自治協議会だより №１９ 

平成２１年１０月１日発行 松代地区住民自治協議会 長野市松代支所内 電話２７８－１８８５ 

ホームページ http://www.matsushirochiku.com/ メールアドレス mail@matsushirochiku.com 

※尼巌山に比べ奇妙山は「きつく・
長い」コースですので体調等考慮し
参加をお考え下さい！ 

「奇妙山登山」 
参加者募集 

【集合場所】 
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              【１０月１０日(土)】 

松代城二の丸 歩行者天国 文武学校 
童謡の響くまち音楽会 

10:00～12:00 

 

 

 

出展ブース 

10:00～18:00 

歩行者天国イベント 

13:00～17:00 
◇小学６年生舞踊 
◇マーチングパレード 
◇六文銭おくり 

ほか 

まつしろ御城下大市 

9:00～17:00 

【１０月１１日(日)】 

松代城二の丸～町内 松代城 文武学校 松代文化ホール 
 

 

 
出陣イベント 10:50～11:50 
出陣式    12:00 
出陣セレモニー12:20～12:50 
出陣     13:00～ 

二の丸イベント 

10:00～16:00 

フリーマーケット 

9:00～17:00 

出展ブース 

10:00～17:00 

まつしろ御城下大市 

9:00～17:00 

少年剣道大会 

9:30～14:30 

真田十万石まつり 
音楽祭ジャズの夕べ 

18:30～ 

≪松代城(海津城)築城450年記念プレパレード≫ 
≪佐久間象山先生 生誕200年記念プレパレード≫ 

[問合せ先]住民自治協議会秋まつり実行委員会(長野商工会議所松代支所内)☎２７８－２５３４ 

 

 

 

 

 

 

江戸時代にタイムス
リップしたような
“まち”を再現！！ 

松代藩 
真田十万石行列 

「童謡の響くまち合唱
団」として一緒に歌いま
せんか？詳細は協議会
だよりNo.18参照！！ 

平成 22 年に松代城の築城 450 年を迎える松代は、古い 
歴史とともに幾世代に渡って職人さん達が育て上げて 
きた伝統的な製品や技術が伝えられています。一方、 
松代は現在の日本の産業を支える製品や技術を生み 
出している地でもあります。そこで松代の 
職人さんや技術者が作り出す製品や技術に 
目を向けていただくため、この度「松代 
ものづくり展」を開催することになり 
ました。是非お出かけ下さい。 

松代ものづくり展 
日時/10 月 11 日(日) 

9:00～16:00 

＜入場無料！！＞ 

会場/松代公民館 体育館 

主催/住民自治協議会産業部会 

かどや本店 和菓子 松代陶苑 松代焼 天外ﾀﾞﾙﾏ製造所 福ダルマ 

大渡製菓舗 和菓子 あまかざり工房 松代焼 えのき茸 栽培技術 

蔦屋本店 和菓子 矢沢彬宅 塀修復 長いも 栽培技術 

中村表具店 掛軸他 山岸武彦宅 塀・土蔵修復 松代工業 オフィス家具 

吉池木工所 小タンス 伴商店 店舗修復 松代金属 金銭登録機 

花の丸工房 紬 山寺常山邸他 庭園管理 ｲｹﾀﾞｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 機械金属部品 

初菊屋染物店 手描友禅 龍堀産業 石灯籠火袋 不二越機械工業 精密研磨機 

今井染物店 手描友禅 祢津産業 柴石加工品 ご来場お待ちしています！ 

【出展者・出品物一覧】（順不同、敬称略） 
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「エコール・ド・まつしろ２００４」の成果（「２０１０松代イヤー」のベース） 
○「生涯学習リゾート地」として全国に強力に発信し、「遊学城下町 信州松代」の知名度を 

高めた（「松代観光ブランド」を立ち上げた）。 
○文化財を生涯学習・趣味の講座の舞台として活用するという新しい試みを実現した。 
○「エコール・ド・まつしろ倶楽部」を組織し、専科のおもてなし活動を通じて観光客と住民との交流を 

進めた。 

2010 松代イヤー情報 No.３ 
１２００万人観光交流推進プラン 

「 2０ 1 0 松 代 イヤー」キャンペーンの イメージ図  

 

 
◇最近の地震科学を語る講演会◇ 
【日 時】１１月１５日（日） 

午後１：３０～３：００ 

【場 所】松代公民館 
＜入場無料。申し込み不要。＞ 

【演 題】地震のメカニズムについて 
―松代群発地震をはじめとして― 

【講演者】理学博士 三上 直也 氏 
気象庁地震火山部精密地震観測室室長 

【駐車場】駐車場が狭いためなるべく徒歩、自転車で 
お出かけ下さいます様ご協力願います。 
なお、下記の駐車場もご利用可能です。 
☆真田宝物館西側駐車場 
☆松代城周辺駐車場 

【主 催】住民自治協議会教育文化部会 
【連絡先】住民自治協議会事務局 

  ☎２７８－１８８５ 

継続性を念頭に置いた事業例 
◇企業研修・修学旅行誘致 
◇「まち歩き」の普及（散策会、ガイド 

養成、マップ作成、案内板整備等） 
◇郊外のウォーキング、トレッキング 
◇スウィーツ・料理コンテストを通じた 

商品開発          などなど 

「2010 松代イヤー」の新たなコンセプト 
○有形、無形の“文化遺産”を積極的に活用する 
○市街地の活性化とともに、周辺地域との一体的な発展を図る 
○実質的な住民参加のもとに、日常生活を通じて訪問者を「おもてなし」する 
○観光による経済効果や地産地消などで“地域循環”をもたらす 

□松代城築城 450 年 
春まつり・秋まつりでの記念プログラム 

□真田邸オープン 
真田邸を舞台としたイベント 

□象山生誕 200 年へ 
生誕 200年祭（H23.5月）につながる催事 

「エコール・
ド・まつしろ
倶楽部」の
お も て な し 
活動 
 

【継続】 

≪福祉講演会が 
開催されました≫ 

福祉部会では、去る8月30日(日)
松代文化ホールにて「福祉講演会 
よろこびを持って共に生きる」を
開催致しました。当日は、区長会、
学校関係者、婦人会、福祉関係者等
約 250 名の皆さんにご参加頂きま
した。ボランティア講座をきっかけ
に、地区の役員、福祉活動、男女 
共同参画等に積極的に活躍されて
いる福島昭子先生のお話を伺って
深い感銘を受け、松代地区での福祉
事業の推進、女性の進出に向けての
参考になりました。参加者及びご協
力頂きました関係者の皆様に感謝
申し上げます。今後も更なるご協力
をお願い致します。 
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2(金)第５回マレットゴルフ大会(協議会だよりNo.18参照) 

10(土)真田十万石まつり 

11(日)真田十万石まつり[真田十万石行列][松代ものづくり展] 

 

 
   住民自治協議会事務局より 
    平成２２年度から始まる市関連団体の補助金の一括交付や 

市長委嘱の廃止などに伴う松代地区住民自治協議会の組織 
の見直し案などについて住民の皆様のご意見をうかがうため 
「松代地区住民自治協議会 地区説明会」を開催致します。 
９月２５日～１１月１５日までの間に、各地域別に行う予定です。 
詳細は、別途お知らせしてまいりますので、ご参加の程宜しく 
お願い申し上げます。 

～編集後記～ 
ﾒｼﾞｬｰﾘｰｶﾞｰのｲﾁﾛｰ選手がﾒｼﾞｬｰ
史上初の9年連続200本安打を
達成しました。「夢や目標を 
達成するには一つしか方法が
ない。小さなことを積み 
重ねること。」というｲﾁﾛｰ 
選手の言葉があります。 
心に刻んでおきたい名言 
の一つです。 

『１０月の 
予定表』 

去る９月１３日(日)東条小学校において、総合防災
訓練が行われました。秋晴れの中、消防署員の方の
指導のもと、初期消火・応急救護・炊き出し等の 
訓練に取り組みました。東条地区の皆様、ご協力 
頂きました関係者の皆様に感謝申し上げます。 

エコール・ド・まつしろ倶楽部 
１０月の催事予定 

◆信州お宝拝見ツアー 

「山城散策-のろし山-」 

【夢空間専科】 

日時/10月17日(土)      

出発/9:00 解散/12:00頃 

集合/青垣公園(西条) 

参加費/500円(資料代・保険料含) ◆文武学校こども囲碁道場 

【囲碁専科】 

日時/10月3日(土) 

9:00～11:30 

会場/文武学校 西序 

◆第43回八橋流筝曲定期演奏会 

【八橋流筝曲専科】 

日時/10月3日(土)13:30～15:30 

会場/松代文化ホール 

入場料/無料 

★主催/連絡先★ 

エコール・ド・まつしろ倶楽部 

松代町松代1502(象山神社内) 
☎278－0550 FAX278－0551 

★秋の遊学文化祭★ 
期日/10月24日(土)25日(日) 
会場/文武学校 
内容/第6回きもの縁遊会 
   まつしろ贔屓寄席・演奏 

お茶席・体験教室・展示他 

○象山茶会(抹茶) 

【茶道専科】 

日時/10月11日(日) 

10:00～16:00 

会場/象山神社 

山寺常山邸 

参加費/2,000円 

  ＜※要申込＞ 
◆ふるさと松代人物館パネル展 

【夢空間専科】 

日時/10月17日(土)～11月23日(月) 

会場/木町通り商店街 
○華道展【華道専科】 

日時/10月11日(日) 

9:00～16:00 
会場/文武学校 

総合防災訓練が実施されました 


