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真田邸改築完成！
真田邸の主屋(御殿)と庭園の主要部分の整備
工 事が 完了 し、９月１８日(土)１１：３０
(予定)から公開となります。公開記念として
９月１８日(土)〜２０日(月)は入場無料です。
※混雑状況によってはやむを得ず入場制限をさせて
いただく場合もございます。
※２１日(火)以降は有料(一般 200 円 小中学生 80 円)
となります。
※９月１日(水)〜１７日(金)は準備の為、公開を休止
致します。

改築された真田邸では今後、改築完成記念とし
て各種イベントが予定されております。是非、
ご参加下さい。

旧前島家住宅９月１日(水)
オープン！
９月１日(水)午後１：３０からオープニング
セレモニーが行われます。当日は邸内にて
筝曲八橋流の演奏や茶席が設けられます。
オープン以降は入場無料です。是非お立ち
寄り下さい。
〜今後の旧前島家住宅の活用について〜
自主的な学習活動や地域の活性化をはかる
ための事業・展示会などにご利用いただけま
す。ご利用方法など、今後お知らせしてまい
ります。

真田邸改築完成記念

「ひひらぎ歌会」大会

日 時 ９月２６日(日)午後１時〜４時
場 所 真田邸
内 容 ◎講話「若山牧水と信濃のうた」 午後１時〜２時
講師 松坂 弘 氏 (長野県ｶﾙﾁｬｰｾﾝﾀｰ講師)
◎歌評 午後２時〜４時
≪一般参加者募集！！≫
未発表詠草一首をハガキまたは FAX で下記までお送り下さい。
【申し込み先】〒381-1231 長野市松代町松代 1502
エコール・ド・まつしろ倶楽部事務局
☎ 278-0550 FAX 278-0551
１ ０ 月以 降も
参 加 費 400 円(入場料・資料代)
ひき続き、
主
催 2010 松代イヤー実行委員会、エコール・ド・まつしろ倶楽部
イ ベ ント 盛り
問合せ先 エコール・ド・まつしろ倶楽部
だくさん！
☎２７８−０５５０

真田十万石行列参加者募集

あなたも戦国武将になりきって、
真田十万石行列に参加してみませんか！

◆行列期日◆ １０月１０日(日)
◆募集内容◆ 真田信政・幸道(織物着物・お輿：参加料５万円) 須田満親(甲冑・馬騎乗：参加料５万円)
小松姫(甲冑・馬騎乗：参加料 10 万円) 姫(お輿：6〜12 歳 要保護者：参加料３万円)他
※自前衣装(参加料無料)の戦国武将隊・幕末偉人隊も募集しています。
◆締め切り◆ ９月１０日(金)
お問い合わせ下さい！
◆お申し込み・お問い合わせ◆ 松代地区住民自治協議会 秋まつり実行委員会
長野市松代町松代１３６１(長野商工会議所松代支所内)
☎０２６−２７８−２５３４ FAX０２６−２７８−２５５４
−①−

【日
【受

時】平成２２年９月２６日(日)午前９：００〜午後２：００
付】午前８：００〜９：００ ＜事前申し込み不要！直接松代駅へお越し下さい！＞
※午前９：００までに集合願います※
【行
程】松代駅(9:38) −
−金井山駅(9:42)･･･金井池･･･馬頭観音など･･･大鋒寺･･･
山本勘助の墓･･･柴神社･･･柴の阿弥陀堂･･･津島神社(小島田)･･･和田功方屋敷神･･･名立
神社(牧島)･･･牧島公民館(昼食・休憩)･･･禅福寺･･･高井大室神社･･･大室駅(13:04)―
―松代駅(13:12) 解散
【持 ち 物】履きなれた靴、雨具、帽子、昼食、飲み物など
【参 加 費】電車代 420 円 のみ自己負担願います。受付でお支払い下さい。一括購入致します。
(◆往路：松代駅〜金井山駅 180 円 ◆復路：大室駅〜松代駅 240 円)
【注意事項】松代駅まで車でお越しの際は松代城周辺市営駐車場をご利用下さい。
小学生以下は保護者同伴でご参加下さい。

コース名
日

時

集合場所
参 加 費
定
員
持 ち 物
申し込み
方 法
申し込み
期 間
申し込み先
その他

話題のパワースポット・
皆神山ハイキング

霞城と大室古墳ハイキング

平成２２年１０月１１日(月) ＜雨天中止＞ 平成２２年１０月３０日(土) ＜雨天中止＞
８：３０集合 〜 １４：１０解散
９：００集合 〜 １４：００解散
「虫歌の湯」駐車場
大室古墳館前広場
５００円(傷害保険料、資料代)当日受付にてお支払い下さい。
１００名(先着順)
８０名(先着順)
動きやすい服装・登山靴または靴底が滑らない靴・帽子・手袋・雨具・防寒具・昼食・
飲料水・タオル・必要に応じて救急薬等
郵便葉書に下記を明記してお申し込み下さい。
① 氏名 ②郵便番号 ③住所 ④生年月日(保険加入に必要) ⑤電話番号 ⑥コース名
９月１０日〜９月３０日必着

９月２０日〜１０月１０日必着

〒３８１−１２３１
長野市松代町松代１３６０ 松代支所内
「松代イヤー実行委員会 皆神山コース または 大室古墳コース」
◆小学校３年生以下のお子さんは保護者同伴でご参加下さい。
◆温泉入浴割引券を受付にて差し上げます。

イベントに関するお問い合わせは
2010 松代イヤー実行委員会事務局(長野市松代支所内)
☎ 026−278−3366 FAX 026‑278‑6503
−②−

2010 松代イヤー XUXU(しゅしゅ)ぽっぽトレイン

長野電鉄特急車両 2000 系の童謡ミニコンサート列車で行く
歴史のまち「松代」日帰りの旅 参加者募集
●期
●行

日
程

９月２５日(土)
◇往路 長野電鉄長野駅発 9:47・・・須坂駅 10:12 着―10:34 発・・・松代駅着 11:01
※往きの車内及び松代駅などでアカペラカルテット「XUXU」によるミニコンサートがあります♪
※松代到着後は自由散策(昼食・入場料等は各自負担)

◇復路 松代駅発 14:51・・・須坂駅 15:19 着―定期列車に乗り換え長野駅に
●旅行代金 2,800 円(大人・小人同額)※昼食・入場料は含まれません

参加者全員にアルバム調特製乗車票・記念グッズ・六文銭食べ歩きチケット進呈
●定
員 180 名(最小催行人員 40 名)
●締 切 り ９月１７日(金)
●申し込み・問合せ先

長野電鉄特急車両 2000 系が、
屋代線の活性化を応援！！

〒380‑0835 長野市新田町 1485‑1 もんぜんぷら座４階
(財)ながの観光コンベンションビューロー「松代イヤー XUXU ぽっぽトレイン」係
☎０２６−２２３−６０５０ http://www.nagano‑cvb.or.jp
●主

催

2010 松代イヤー実行委員会 SBC 信越放送

福 祉 講 演 会 開 催

人権擁護委員による

〜「認知症」について〜

暮らしの中の悩みごと相談所開設

【日時】平成２２年９月１８日(土)
午後１：３０〜４：００
【会場】松代公民館 体育館
【内容】◎認知症について

【日時】平成２２年９月６日(月)
午後１時〜４時３０分
【場所】長野市松代支所 ２階

信濃毎日新聞社「認知症−長寿社会」取材班
※電話での相談も受け付けています※

半田 茂久 氏
◎大型紙芝居と寸劇「認知症」
松代地区オレンジキャラバン
【主催】住民自治協議会
福祉健康部会
【連絡先】住民自治協議会事務局
☎２７８−１８８５

・長野地方法務局人権擁護課 ☎026-235-6634
・子どもの人権１１０番

☎0120-007-110

・女性の人権ホットライン

☎0570-070-810

【時間】午前８時３０分〜午後５時１５分
月〜金(祝日を除く)
【主催】長野人権擁護委員協議会

人権同和教育促進協議会
か ら の お 知 ら せ

長野地方法務局
長野市
長野地域人権啓発ネットワーク協議会

第２１回松代地区

【問い合せ先】長野地方法務局人権擁護課

人権を尊重し合う市民集会
【日

時】平成２２年９月４日(土)
午後１時３０分〜４時１０分
【場
所】サンホールマツシロ
【学習発表】「市場公園の学習を通して」
西条小学校３学年の皆さん
担任：春原 真樹 先生
【主
催】松代地区人権同和教育促進協議会
−③−

☎026-235-6634

どなたでも
参加できます！

乗って残そう
屋代線

屋代線存続対策部会
からのお知らせ
★販

売

価

★販

売

期

格

1 冊が 2,300 円分を 2,000 円で販売しています。
(額面：100 円券×10 枚、50 円券×26 枚)
間 平成２２年９月３０日(木)まで

(利用可能期間)

★販
★注

売
意

場
事

所
項

長野電鉄 松代駅 屋代駅 須坂駅
利用可能期間がありますのでご注意下さい。
バスにはご利用できません。
★問 い 合 せ 先 住民自治協議会 屋代線存続対策部会
☎２７８−１８８５
９月末で終了となり
ます。この機会に是非
ご利用下さい！！

活動報告

教育文化部会 教育文化支援委員会

子ども達が夏休みに入った８月５日(火)に２１名の参加をいただき「身近な物による電池」
「空気でっぽうを作ろう」のテーマで第３回おもしろ科学教室を開催致しました。
前半の「身近な物による電池」では乾電池と豆電球や電子ｵﾙｺﾞｰﾙをつないだ基本回路にくぎ・
10 円玉など日用品を入れて電気の通り方を調べました。また乾電池を木炭電池やトマト電池に
変えても電子ｵﾙｺﾞｰﾙが鳴り出し、子どもたちからは驚きの声があがりました。後半の「空気でっ
ぽうを作ろう」では地元で育った しの竹 を材料にしたものと、ﾌﾟﾗｽﾁｯｸｷｯﾄを利用したものの
両方を作成しました。紙玉、ｽﾎﾟﾝｼﾞ玉、ｼﾞｬｶﾞｲﾓ玉などを飛ばして、失敗しながらも物の特性を
意識しながら工作にかかわる姿勢は、今後の計画にも活かしていきたいと感じるものでした。
今回をもちまして、今年度計画した３回にわたるおもしろ科学教室が終了致しました。参加者
及び教育文化支援委員会の委員の皆様のご支援とご協力に心から感謝申し上げます。

4(土) 人権を尊重し合う市民集会
6(月) 人権擁護委員による暮らしの中の悩みごと相談
18(土) 福祉講演会「認知症」について
25(土) 2010 松代イヤー XUXU(しゅしゅ)ぽっぽﾄﾚｲﾝ 日帰りの旅

の予定表

26(日) 2010 松代イヤー 屋代線に乗ってレトロで小さな旅
26(日) 2010 松代イヤー 真田邸改築完成記念 ひひらぎ歌会大会

〜編集後記〜
暑〜い夏、どのように過ごされましたか？暦の上では秋ですが、まだまだ暑さが続いて
ビールがおいしく感じます。また、家で飲む時にはお気に入りのグラス(景品だったり
するのですが・・・)に注いで楽しんでいます。早く暑さが和らぐといいですね。
−④−

