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１０月６日（土）【松代城二の丸】

１０月７日（日）【松代城二の丸ほか】

◎童謡の響くまち音楽祭 ９時 30 分～15 時
・松代文化芸能団体
・童謡コンサート
・保育園児鼓笛隊
・中学生吹奏楽演奏
・真田勝鬨太鼓影武者演奏
・小学６年生「舞踊真田節」 など
◎出展ブース
10 時～17 時
◎手作り甲冑を着てみよう 10 時～16 時

◎松代藩真田十万石行列
「維新 150 年 ―江戸から明治へ―」
◇出陣イベント
9 時 30 分
◇出陣式
11 時 45 分
◇出陣セレモニー
12 時 10 分
◇出陣
12 時 45 分
◎出展ブース
10 時～17 時
◎松代城二の丸イベント 14 時～16 時
◎真田十万石まつり音楽祭ジャズの夕べ
【松代公民館】19 時～21 時
◎少年剣道選手権大会
【文武学校】 9 時～16 時 30 分
◎甲冑お絵描きワークショップ
【まち歩きセンター】 9 時～
◎象山茶会 【象山神社】10 時～15 時
◎長野松代総合病院 病院祭・医療展
【長野松代総合病院】10 時～16 時

開催時間・内容に変更が生じる
場合があります
主催：松代観光推進機構
電話：278－0550
FAX ：278－0551

まつしろ城下町軽トラ市
出店者募集のお知らせ
【日

第２回真田公園写生大会
開催のお知らせ

時】11 月 10 日（土）
午前 9 時～午後 2 時頃
【場
所】祝神社西側道路（歩行者天国）
【販売品目】みずからが生産もしくは加工し
た野菜・果物など
【販売形態】軽トラック（出店者持ち込み）
の荷台販売（7 台）
【申込方法】住民自治協議会事務局（松代支
所 1 階）にある「出店申込用紙」
に必要事項を記入し、事務局へ
※受付：平日午後 1 時～5 時
【締め切り】10 月 31 日（水）
※申込多数の場合は先着順
【主
催】住民自治協議会産業振興委員会
電話：278－1885

【期 日】10 月 13 日(土)14 日(日)
【場 所】真田公園 ＜雨天中止＞
【時 間】午前 9 時～午後 3 時
【持ち物】絵の具、筆などの道具類
◇作品展示 松代公民館
10 月 15 日（月）～21 日（日）
◇表彰式 松代公民館
10 月 21 日（日）午後 2 時
【主 催】住民自治協議会教育文化部会
教育文化支援委員会
【共 催】エコール・ド・まつしろ倶楽部
絵画専科
【後 援】松代公民館、松代美術協会
【問合せ】住民自治協議会 ☎ 278-1885
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【期
日】11 月 11 日（日）午前 7 時 50 分受付開始
【集合場所】JA 長野県総合研修所第 2 駐車場
【参 加 費】500 円(傷害保険料など）
【問合せ先】尼巌山奇妙山トレッキングの会事務局 電話：080－1029－6653（湯本）
－①－

＜日時＞10 月 21 日（日）
午前 9 時～午後 2 時 30 分
＜会場＞大室古墳館 [雨天中止]
＜内容＞古墳見学会
大室古墳出土品見学
霞城址見学トレッキング

＜日時＞ 10 月 20 日（土）午後 2 時～4 時
＜場所＞ 松代公民館 体育館
＜内容＞ ①「松代ハーモニカアンサンブル」の皆さんに
よる演奏
②活動発表
「松代地区で活動中の方の思いや考え方に学ぶ」
北村 雅子 氏（保護司）
※午前 10 時出発 所要時間 90 分
上原 美知子 氏（豊栄保育園園長）
火おこし体験 勾玉作り
曲尾 正子 氏（ｴｺｰﾙ・ﾄﾞ・まつしろ倶楽部）
籾すり体験
古代織物体験
＜主催＞
松代地区人権同和教育促進協議会
古墳カレーのふるまい
TEL：278－1885
※無料 500 食限定

＜主催＞大室古墳群まつり実行委員会
大室古墳群保存会
＜共催＞大室区
松代地区住民自治協議会
JA グリーン長野寺尾支所
＜後援＞長野市教育委員会

長野市松代支所の有線電話が
10 月から 2 回線となります。
有線番号は ２００１、２００２ です。

[日時] 10 月 27 日（土）午後 2 時～4 時
[場所] サンホールマツシロ 大ホール
[演題] 「今、世界が注目する未来を創る子ども力
シチズンシップ教育」
[講師] 小林 宏繁 氏
（前社会福祉法人与野ひなどり保育園園長
松代町岩野出身）
[主催] 松代地区青少年育成委員会
TEL：278－1885

このたび、松代地区住民自治協議会は、長野市社会福祉協議会から社会福祉功
労優良団体として表彰されました。これも地域の皆様がはつ
らつ健康体操をはじめとした福祉活動にご尽力いただいたお
かげだと思っております。これからも、住民自治協議会では
地域における福祉活動をより一層推進してまいりますので、
皆様方のご理解とご協力をお願い申し上げます。
9 月 8 日（土）松代地区自主防災組織連絡協議会による
防災訓練として、情報伝達訓練、土のう積み工法訓練、
簡易トイレ設置訓練、長野市赤十字奉仕団松代分団によ
る炊き出し訓練などをおこな
いました。
長野市に大雨警報が発令さ
れている中で、実践さながらの
訓練でしたが、地域間の連携、助け合いを共感しなが
ら実施することができました。ご協力いただきました
関係者の皆様に感謝申し上げます。
～編集後記～ 防災訓練を終え、災害時に円滑に行動できるかどうかなど、考えさせら
れました。常日頃から災害に対する心構えが必要ですね。
－②－

