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さかきふれあい大学
教養講座 ※受講料無料・要申込・各講座定員あり

「♪ピアノ×写真×アロマ♪　
　五感で楽しむ癒やしのコンサート」

第４回　さかきびんぐしの里薪能

ライフ・ステージエコー2022

人権を尊重し豊かな福祉の心を育む町民集会

相愛大学作曲専攻卒業。
編曲、作曲した楽譜を出版。

写真家岡田光司の写真展や
音楽と写真のコンサートの
企画を担当。

アロマとハーブの教室　
｢アロマテラピールーム fuka
＊風香＊｣ を主宰

　信州の四季折々の美しい瞬間を撮影している風景写真家岡田光司の作品をスクリーンでご覧い
ただきながら、風景からイメージする曲を作曲家美馬佳世がピアノで演奏します。坂城町の写真
も沢山ご紹介します。
　写真や演奏に合わせてふわっと香る やさしいアロマの香りもお楽しみください。

日　時  10 月 22 日（土）　午後２:00 ～３:30
場　所  文化センター　　大会議室　　 定　員  70 名

日　時  ８月 20 日（土）　午後 4:00 ～
場　所  びんぐしの里公園　わくわくステージ
主　催  坂城びんぐしの里薪能実行委員会

日　時  11 月 19 日（土）　午後 2:00 ～ 4:00
場　所  坂城テクノセンター
主　催  ライフ・ステージエコー実行委員会

日　時  12 月３日（土）　午後 1:30 ～ 3:30
場　所  文化センター大会議室
主　催  坂城町・町教育委員会・町社会福祉協議会

イベント

美
馬
　
佳
世
（
ピ
ア
ノ
）

出演者
岡
田
　
康
子
（
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
）

山
﨑
　
あ
き
子
（
ア
ロ
マ
）

お問い合わせ・お申込みは 坂城町文化センター　TEL 82-2069 ㈹
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さかきふれあい大学 専門講座
■申込開始は4月4日㈪からとなります。

各講座とも定員になり次第、締め切ります。
なお、都合により、変更・中止となる場合がありますが、ご了承ください。

坂城の里山に登ろう（大峰山）

続・楽しく脳トレ

身近な坂城の里山に登ってみませんか。
自然に触れることはもちろん、町の歴史、山頂からの展望も楽しめる素敵な
一日になること間違いなしです。親子（小学生以上）での参加も大歓迎。

軽い運動をして「認知機能をつかさどる脳」「運動に関係した脳」を活性化させ、健康で楽しい人生
を送りましょう。特に、楽しい運動は「情動に関係した脳」にも刺激を与え、認知機能低下も予防す
るといわれています。ご一緒にいかかですか。

講　師  さかき里山トレッキングクラブの皆さん
場　所  大峰山（南条地区）
定　員  20名　　 受講料  500円　　　
持ち物  筆記用具、雨具、昼食、飲み物、軍手 ほか

講　師  町スポーツ推進委員（シナプソロジーインストラクター）
場　所  文化センター大会議室
定　員  16名
受講料  500円
持ち物  筆記用具、タオルほか

日　　　　時

5月29日（日） 8:00 ～ 15:00

日　　　　時
5月28日（土）

10:00 ～ 11:006月11日（土）
6月25日（土）
7月   9日（土）

親子で参加　川の学校

さわやかアレンジメント

千曲川で生息している魚を間近に知るチャンスです。2 日間で大いに千曲川を満喫しよう。
親子（小学 3 年生以上）など保護者の方と参加してください。

BOX を使ったフラワーアレンジメントです。
夏にあわせて、涼しげにアレンジしてみましょう。
お部屋に飾って、爽やかな空間を演出してみましょう。

講　師  後藤敏一さん・後藤正一さん（つけば小屋「魚とし」）
場　所  千曲川周辺
定　員  12組（小学３年生以上・保護者同伴）
受講料  1,000円（1組）
持ち物  飲料水・タオル・帽子など

講　師  フローラみゆきさん
場　所  文化センター大会議室　　 定　員  15名　
受講料  500円　　 持ち物  筆記用具　　 材料費  別途

日　　　　時

7月16日（土） 13:30 ～ 15:00

日　　　　時

6月25日（土） 15:00 ～ 18:30

6月26日（日） 5:00 ～ 9:00

お問い合わせ・お申込みは 坂城町文化センター　TEL 82-2069 ㈹
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第3木曜日（月1回）
午後1：30〜3：30
会　場  文化センター
講　師  岩

いわあさ

淺　章
あきら

 先生

第2金曜日（月1回）　午前9：30〜12：00
会　場  坂城町ふれあいセンター
講　師  農村女性ネットワーク

第1火曜日（月1回）　午後1：30〜3：30
会　場  文化センター
講　師  栁

やなぎさわ

澤　澄
まずみ

 先生

第2日曜日（月1回）　午後1：30〜3：30
会　場  文化センター

短歌

季節の郷土料理 詩を楽しむ

盆栽

公民館文化講座
さかきふれあい大学

昼の部

☆全講座、初心者を対象とした講座です。
☆成人のみなさんが対象ですが、保護者同伴であれば未成年者もご参加いただけます。

第1木曜日（月1回）　午後1:30〜3:30
会　場  文化の館
講　師  宮

みやざわ

沢  宗
そ う が

賀 先生

第3日曜日（月1回）
午後2:00〜4:00
会　場  文化の館（展示室）
講　師  宮

みやした

下　六
ろくろう

朗  先生

第2水曜日（月1回）
午後1:30〜3:30
会　場  文化センター
講　師  竹

たけうち

内　睦
む つ お

夫 先生

第2木曜日（月1回）　午後1:30〜3:30
会　場  文化の館
講　師  山

やまざき

㟢  宗
そうれい

令 先生

茶道 ～表千家～

絵画

俳句

茶道 ～裏千家～

〜気軽に和のたしなみを
　体験してみませんか〜

〜一緒に作って
みませんか〜

〜心の中の想いを
楽しく言葉に〜

〜短歌は貴方の自分史です〜

〜季節と出会う・言葉と出会う・
人と出会う〜

〜写真などを用いて（水彩・色鉛筆等で）
描けたらいいなを応援します ! 〜

※自主講座（講座料なし）
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第2・4木曜日（月2回）
午後7：00〜9：00
会　場  文化センター
講　師  徳

とくたけ

武  忠
ちゅうぞう

造 先生

第2・4木曜日（月2回）　午後7：15〜8：45
会　場  文化センター
講　師  篠

しのざわ

澤  友
ゆ う こ

子 先生

４月〜12月　第1・3土曜日（月2回）
午後7：00〜9：30
会　場  文化の館（創作室）
講　師  塚

つ か だ

田　耕
こ う じ

二 先生

5月〜11月　第2・4金曜日（月2回）
午後7:00〜8:30　 会　場  文化センター
12月〜3月　第2金曜日（月1回）
午後1:30〜3:30　 会　場  文化財センター
講　師  大

おおはし

橋　昌
ま さ と

人 先生

木彫

コーラス

陶芸

古文書

夜の部

第1・3火曜日（月2回）
午後7:30〜9:00
会　場  文化センター
講　師  塚

つ か だ

田　鈴
す ず こ

子 先生

第2火曜日（月1回）
午後7:00〜9:00
会　場  文化の館（展示室）
講　師  宮

みやした

下　六
ろくろう

朗 先生

第1木曜日（月1回）　午後7:00〜9:00
会　場  文化の館
講　師  宮

みやざわ

沢  宗
そ う が

賀 先生

第2木曜日（月1回）　午後7:00〜9:00
会　場  文化の館
講　師  山

やまざき

㟢  宗
そうれい

令 先生

書道

絵画

茶道 ～表千家～

茶道 ～裏千家～

講座開設
期　　間

令和４年４月から５年３月まで
（陶芸は12月まで）

受講資格　町内在住者又は町内事業所に勤務さ
れている方

受 講 料 １人１講座につき受講料3,000円

申込場所 坂城町文化センター
※申込書は町HP、文化センターにあります。

申込開始 ４月４日（月） ８：30
※年度途中からの受講も受け付けます。

※材料費や必要な道具など、不安に思うことは遠慮なくお問い合わせください。
※複数の講座を受講する場合は、日程をご確認のうえ調整してお申込みください。

坂城町文化センター（坂城町公民館）　TEL82-2069㈹お問い合わせ
お申込みは

〜気軽に和のたしなみを
　体験してみませんか〜 〜坂城の歴史を学びましょう〜

〜私の器・皿をつくってみませんか〜

〜楽しく好きな作品を
はじめてみませんか〜

〜美しいハーモニーで
歌を楽しみましょう〜

〜写真などを用いて（水彩・色鉛筆等で）
描けたらいいなを応援します ! 〜

〜筆ペンを使って
書きたい方もどうぞ〜
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さかきふれあい大学
としょかん講座

さかきふれあい大学
格致学校講座
バスで行く文書館

※※ほかに入館料などがかかることがあります

◎会場　町立図書館
◎お申込み・お問い合わせ
　町立図書館　TEL 82-3371

◎会場　町立図書館
◎お申込み・お問い合わせ
　町立図書館　TEL 82-3371

講座名 講　師 開　催　日　時 定　員 受講料

点字・点訳講座 山口静枝さん
毎　月

第1・3火曜日　14：00〜15：30
※都合により変更になる場合があります。

15名 年間
1,000円

おはなし会 お話しの会 毎　月
第２土曜日　10：30〜11：00 10組 無料

手作り紙芝居 紙芝居屋・
おはなし屋のぽんて

毎　月
第3土曜日　10：30〜11：15 10組 無料

英語による
おはなし会 Book Time 毎　月

第4土曜日　10：30〜11：15 10組 無料

行　　先 講　師 開　催　日 時　　間 定員 受講料

長和の里 歴史館
長久保宿旧本陣

大橋昌人さん

5月20日（金）

13:00〜17:00

15名 100円

青木村歴史文化資料館
五島慶太未来創造館 7月15日（金） 15名 100円

東御市文書館
海野宿ひなまつり

　2023年
3月17日（金） 15名 100円

※詳しくは図書館カレンダーをご覧ください。

人生100年時代の「ワーク」のあり方
講　師   松永 伸太朗 准教授

　　　　  （企業情報学部）
会　場   文 化センター相談室

さかきふれあい大学
長野大学 
坂城町講座【前期】
受講料  無　料
定　員  基本は10名 TEL 0268-39-0007  FAX 0268-39-0006

長野大学地域づくり総合センターお問い合わせ
お申込みは

日　　　　時 内　　容

5/24(火) 18:30
～

20:00

人生 100 年時代で変わること

6/7(火) 「新しい働き方」に学ぶ

6/14(火) 2050 年の自分を考える



自分の元気を回復する行動のプランをたてませんか【プレ】
講　師   片山　優美子 教授

　　　　  （社会福祉学部）
会　場   文化センター大会議室

日　　　　時 内　　容

5/27(金) 13:00 ～ 15:00

近年の新型コロナウイルス感染
症の影響で、疲弊していないで
しょうか。自身の不調なことに
気づき、自分の元気を回復して
みませんか。
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自分の元気を回復する行動のプランをたてませんか

色鉛筆で絵をゆっくり描く

ストレス対処のしかた
〜心の健康を保つためにリラックス技法を身につけよう〜

講　師  片山　優美子 教授
 （社会福祉学部）
会　場  文化センター
 大会議室

講　師  石川　義宗 准教授
 （企業情報学部）
会　場  文化センター大会議室

講　師  佐藤　修哉 准教授
　　　　（社会福祉学部）
会　場  文化センター中会議室

日　　　　時 内　　容

5/30(月)

13:00
～

15:00

WRAP の概要説明と私達のガイドライン
元気に役立つ道具箱を知る・理解する

6/  3(金) 希望・責任を知る・理解する

6/10(金) 学ぶこと。権利擁護を知る・理解する

6/13(月) サポート・いい感じの自分を
知る・理解する

6/17(金) 日常生活管理引き金のプランをたてる

6/20(月) 調子が悪くなっているときの
プランをたてる

6/24(金) クライスプランを脱した時の
プランをたてる。注意サイン・クライシス

7/  1(金) WRAP 全体まとめ・修了証授与

日　　　　時 内　　容

7/13(水)

18:00
～

19:30

5 回の講座で楽しみながら絵を描
きます。色を選び、塗り重ねると、
そのぶん絵は素敵になります。こ
れから絵を始めようという方から
もっと上達したいという方まで気
軽にご参加ください。

7/20(水)

7/27(水)

8/  3(水)

8/10(水)

日　　　　時 内　　容

7/26(火) 18:30
～

20:00

心理学的な観点から、ストレス対
処の方法を身につけていきます。9/27(火)



りらっくすカフェ（ストレス緩和のためのトレーニングコース）

ほっこり気分になりましょう！【童謡メンタルセラピー】

日　　　　時 内　　容

10/  5(水)

18:30
～

20:00

ストレスの基礎知識（講義）と
腹式呼吸（実習）

10/12(水) ストレスに対する心身の反応（講義）
と漸進的筋弛緩法（実習）

10/19(水) ストレスの認識（講義）と
自律訓練法（実習）

10/26(水) ストレスへの対処（講義）と
マインドフルネス瞑想（実習）

日　　　　時 内　　容
10/  5(水) 18:30

～
20:00

懐かしい【童謡】を皆さんで一緒に
歌い、そこから歌詞の内容に沿って、
お互いにお話をしましょう。

11/  2(水)

12/  7(水)
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子ども向けの絵画教室（児童自由画の学び）

コロナ禍、感染状況に合わせた
バレーボールステップアップ講座

講　師  石川　義宗 准教授
 （企業情報学部）
会　場  文化センター大会議室

講　師  野口　京子 教授
 （社会福祉学部）
会　場  坂城中学校体育館

講　師  佐藤　俊彦 教授
 （社会福祉学部）
会　場  文化センター中会議室

講　師  山西　敏博 教授
 （企業情報学部）
会　場  文化センター大会議室

日　　　　時 内　　容

7/27(水)
16:00
～

17:00

草花などを観察し、自由に描く講座
です。感性を豊かにするだけでな
く、身近な自然を観察する眼を養い
ます。

日　　　　時 内　　容

7/20(水)
16:00
～

17:30　

中学生を対象としたバレーボールに
関連したトレーニングをご紹介しま
す。長野大学の選手と一緒に楽しく
取り組んで行きたいと思います。

ヤングケアラーに関する講座（小・中・高・専門・短大・大学生対象）
講　師  片山　優美子 教授

 （社会福祉学部）
会　場  文化センター大会議室

日　　　　時 内　　容

7/31(日)
13:30
～

15:00

近年話題のヤングケアラー。小学生、
中学生、高校生、専門学校生、短
大生、大学生の学生限定で、ヤング
ケアラーについて一緒に考えてみま
しょう。

8/  7(日)
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さかきふれあい大学
未就学児向け教室
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対　象  生後６ヶ月以上～３歳の誕生日
日　時  毎月　第１、２、３水曜日（祝日の場合は変更） 11：00～12：00
受講料  4,000円（10回＋サービス1回で全11回分）（回数券有効期限4ヶ月）

 大人入館料 450円（都度払い、無料券及び割引券等は利用できません）

指導者  シーバス・スポーツクラブ上山田店　竹中　余吏さん（日本スイミングクラブ協会水泳教師）

場　所  びんぐし湯さん館　運動浴室
定　員  15組

対　象  1歳～未就園児とその保護者（１最未満は要相談）

日　時  毎週水曜日　10：00～11：30（年間40回）　４月27日より
受講料  8,000円
指導者  中沢　敏江さん（リトミック研究センター特別講師、ピアノ講師）

場　所  文化センター大会議室
定　員  20組
申　込  ４月４日（月）　8：30～

対　象  ４歳児・５歳児
日　時  毎週水曜日　16：30～17：30（年間30回）　５月11日より
受講料  15,000円
指導者  山崎　修さん（長野体育指導センター）

場　所  坂城町武道館
定　員  30名
申　込  ４月11日（月）　8：30～

ベビースイミング教室

リトミック教室

キッズスポーツ教室

お問い合わせ・お申込みは

お問い合わせ・お申込みは

お問い合わせ・お申込みは

坂城町文化センター　TEL82-2069 ㈹

びんぐし湯さん館　TEL 0268-81-7000

坂城町文化センター　TEL82-2069 ㈹
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さかきふれあい大学出前講座
　この講座は町民の皆さんに､ 聞きたい内容をメニュー表の中から選んでいただき、町職員や消防
署職員等が講師となり、皆さんの元へ出向き、お話をするものです。

申込み対象  町内に在住、勤務、在学する 5 人以上で構成された団体・グループなど。
講座の内容 下記の出前講座メニューからお選びください。
開 催 日 時  平日とし、午前 9 時から午後 9 時までの間で、120 分以内とします。
開 催 場 所 坂城町内とします。
申込み方法	 	開催予定日の3週間前までに、教育委員会教育文化課事務局（TEL82-2069) で申込

みを受け付け、各課へ対応を要請し、調整結果を申込者に連絡します。
開催にあたって  政治・宗教・営利を目的とした講座には派遣できません。また、出前講座は説明に関

する質疑や意見交換を含みますが、苦情・陳情・要望・命令等は受けられませんので
ご理解ください。

番号 講　座　内　容 講座担当　　

１ ○議会と行政、それぞれの役割 議会
事務局

２ ○役場の組織と仕事

総務課
３ ○選挙の種類と選挙管理委員会の仕事
４ ○情報公開と個人情報の保護
５ ○数字で見る坂城町の財政
６ ○やさしい税のしくみ

7 ○輝く未来を奏でるまちを目指して
（第６次長期総合計画＋人口ビジョン＋総合戦略）

企画
政策課

８ ○男女のよりよいパートナー関係を
　求めて

９ ○人権を守り差別のない社会
　目指して

10 ○坂城町の国際交流について
11 ○賢い消費者になるために

住民
環境課

12 ○安全なまちづくりを（交通・防犯）
13 ○一人ひとり考えよう－環境とゴミ－
14 ○戸籍・住民票のあれこれ
15 ○災害時の心得は
16 ○国民健康保険制度のあれこれ

福祉
健康課

17 ○介護保険のしくみ
18 ○高齢者医療制度のしくみ
19 ○障がい者福祉
20 ○心とからだの健康づくり
21 ○坂城町の農業

商工
農林課

22 ○農地の売買、貸し借り、転用の仕方
23 ○森林と農地を守る
24 ○坂城町の商工業と観光
25 ○テクノセンターの活動
26 ○日本刀に触れる

番号 講　座　内　容 講座担当
27 ○坂城町の「道路」について

建設課
28 ○家を建てるときの基礎知識
29 ○国土調査とは
30 ○坂城町の都市計画について
31 ○下水道について
32 ○教育委員会の組織と仕事

教育
文化課

33 ○心豊かな活力あふれる
　生涯学習のまちづくり

34 ○坂城の歴史を振り返る
35 ○坂城の遺跡について
36 ○ニュースポーツで健康づくり
37 ○坂城町の公民館活動 公民館
38 ○坂城町の図書館活動 図書館39 ○タブレット端末を体験しよう
40 ○学校給食センター運営の現状 食育・学校

給食センター41 ○子どもの食生活習慣について
42 ○子育ての基礎知識と意義 子育て支援

センター43 ○子どもの発達と育児
44 ○やさしい在宅介護の方法

社会福祉
協議会

45 ○ちょこっとボランティア

46 ○みんなでつくろう！
　災害時住民支え合いマップ

47 ○いっしょに体操､
　介護予防サポーター活動

48 ○火災を出さないために

消防署
49 ○自然災害から身を守る
50 ○もしものときの応急手当
51 ○住宅火災警報器の設置について
52 ○特別メニュー
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2022年度
スポーツ少年団団員募集！

団　名 定期活動日 会　　場 対象者 会　費　等

坂城
サッカー

中  学 （火・木）午後5:30～  7:30 
　　 ６年（日）午前9:00～12:00
　　　　 （水）午後6:30～  8:30 
　　 ５年（日）午前9:00～12:00
　　　　 （水）午後6:30～  8:30 
　　 ４年（日）午前9:00～12:00
　　　　 （水）午後6:30～  8:30 
１～３年 （日）午前8:30～10:30 
※冬期は、室内練習

青木固研究所グランド
（冬季）文化センター、
小・中学校体育館

小１～中３ 
男・女 

町内全域

年間１年 10,000 円 
２～４年 20,000 円 
５・６年 25,000 円 
中学月額   2,000 円 
レガース、スパイクは
各自用意

ソフト
テニス

小学生
毎週（日） 午前7:30～9:00（特練別） 
中学生
毎週（日）午前8:00～11:30（特練別）

（小）びんぐしの里公園
テニスコート 

（４～ 10 月） 
文化センター体育館

（11 ～３月） 
（中）坂中テニスコート

4 歳～中３ 
男・女 

町内全域

年間 7,000 円（保険料含む）
※ボール代別途徴収
ラケット…ソフトテニス用
　　　　　を各自用意
シューズ…テニスシューズ
　　　　　を各自用意
※大会及び特別練習の
　経費は別途徴収

ドッジ
ボール

毎週（月）午後5:30～7:30（４、５、６年） 
毎週（水）午後5:30～7:30（３、４、５、６年） 
毎週（土）午後2:00～6:00（全学年）

村上小体育館
小１～６ 
男・女 

町内全域

年間 7,000 円（保険料、登録料、
救急用品、ボール代等）
大会参加費は別途徴収します。

硬式野球

４月～11月（土・日） 
夏季(６月～９月)は平日練習あり

（水曜日） 
12月～３月（土・日）
※冬期は室内練習

４～ 11 月（シニア）
運動公園グランド 
４～ 11 月（リトル）
〃リトル専用グランド 
４～ 11 月（マイナー）
運動公園グランド 
12 ～３月体育館等

小１～中３ 
男・女 

町内全域

入団金なし 
小１……… 年会費 24,000円
　　　　　　月　　  2,000円 
小2～4……年会費 36,000円
　　　　　　月　　  3,000円 
小5～中３…年会費 48,000円
　　　　　　月　　  4,000円 
母子家庭及び兄弟関係は半額

軟式野球
毎週（土・日）　午前８:00～12:00
※12月～２月の冬期は室内練習
　（午前9:00～12:00）

夏期：村上小グランド 
冬期：坂城小／南条小
　　　体育館

小１～６ 
男・女 

町内全域
年会費　6,000 円（初年度免除）
月会費　月 1,500 円

坂城中学
軟式野球
クラブ

月・火・木曜日練習 
水曜日と金・土・日の
いずれか１日は休み 
12月～３月室内練習 
テスト期間前３日間休み

４月～ 11 月：
文化センターグランド等 
12 月～３月：体育館等

中１～中３ 
男・女 

町内全域

年間 8,000 円
（スポーツ保険料含） 
野球道具は各自用意

（ユニホーム、グローブ、 
スパイク等 )

ミニ
バスケット

毎週（火）午後6:00～8:00 
   〃（木）午後6:00～8:00 
   〃（土）午前9:00～12:00

（火）坂城小学校体育館 
（木）南条小学校体育館 
（土）村上小学校体育館

小１～６ 
男・女 

町内全域

年間　一律 5,000 円 
（スポーツ保険料含む） 
ボールは貸与有、
シューズは各自用意

坂城剣道

小学生毎週        （月）午後6:30～7:50 
      〃              （土）午後6:30～7:50 
高学年大会1ヶ月前　（木）午後6:30～7:50 
中学生毎週        （月・火・木・金）
                     　　  午後6:00～7:00

武道館
園児～中３ 

男・女 
町内全域

年間 15,000 円 
竹刀、剣道着、袴、

（個人持・貸与有）
防具は貸与します。

なぎなた 毎週（土）午後1:00～3:00 武道館
小１～中３ 

男・女 
町内全域

年間 10,000 円（スポーツ保険含） 
入団金 300 円（初年度のみ） 
胴着、袴、なぎなた等は貸与

陸上 毎週（木）午後6:30～8:30
文化センターグランド

（４月～ 10 月） 
文化センター体育館

（11 月～３月）
小２～中３ 年間 6,000 円（保険料含む） 

※大会等は別途徴収

☆入団の申込みはいつでもできます。
☆申込みについては保護者の承諾が必要です。
☆申込み用紙は文化センターにあります。
☆このページのお問い合わせ：
　坂城町教育委員会　教育文化課
　生涯学習係　電話 82-2069
申込みは、各少年団へお願いします。

「スポーツのルールやマナーを身につけながら、人間としての基
本を子どもの時から教えたい」という指導者の考えのもと、スポー
ツを楽しみながら仲間づくり、集団生活の大切さを学びます。
一歩を踏み出して、まずは各会場へ見学にお越しください。

注：会場が変更する場合があります。

保護者のみなさんへ
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区　分 団　体　名 代表者
華　道 坂城町華道協会 田中みどり

書　道
坂城町書道協会 竹村　征二
信濃書道会 河内　一平

茶　道 坂城町茶道協会 山﨑　宗令

謡　曲
観世流坂城楽謡会 塚田　晃久
坂城宝生会 小林　弘行
坂城こども能楽教室 松尾　文子

詩吟・
剣詩舞

神洲流千曲吟道会 竹内　佳男
岳風流坂城岳風会 母袋　道也

邦　楽 坂城文化箏クラブ 西澤　みわ
民　謡 民謡矢寸音会 山上　範子

音　楽

坂城町吹奏楽団 吾妻　　寛
坂城コーラス 小宮山直美
やまびこ会 前沢邦一郎
モアナ　ハワイアンズ 清水　文男
坂城オカリナ教室 竹村　征二
ミュージックベル 小宮山澤子

区　分 団体名 代表者
学　術 さかき歴史同好会 栁澤　　哲

文　芸

坂城柏俳句会 倉橋　純子
十六夜の里俳句会 宮崎喜美夫
坂城歌人クラブ 図子　勝子
詩を楽しむ会 松沢　瑞枝

美　術
工　芸

陶芸教室 山﨑　裕夫
坂城写友会 鈴木　　忠
浦野資勞洋画クラブ 伝田　林太
木彫教室 甲田　哲司

囲碁・
将棋

坂城町囲碁クラブ 青木　幹雄
坂城町将棋連盟 斎藤　　進

園　芸 盆栽教室 宮沢　文男

民舞踊
など

坂城ダンスクラブ 後藤　敏一
華倉流実里会 末永　静枝
パドル体操 上原　保子
気功クラブ 池田美智康

坂城町文化協会

「だれでもスポーツ」休止のお知らせ

坂城町体育協会

町内で自主的な文化活動を行っているグループです。
初心者の方もお気軽に参加して下さい。

　毎週水曜日、文化センター体育館にて皆様にご利用いただいておりました「だれでも
スポーツ」は、文化センター体育館が、コロナウイルス感染症集団予防接種会場と改修
工事のため使用できませんので、お休みいたします。

町内で活動している各部です。
一緒に身体を動かしませんか。

部　　　名 代　表　者
軟 式 野 球 部 塚　 田　　 博　
剣 　 道 　 部 渡　 邊　 勇　 夫
陸 　 上 　 部 上　 條　 昌　 夫
卓 　 球 　 部 森　 下　 昭　 彦
ソ フ ト ボ ー ル 部 松　 本　 幸　 男
テ　 ニ　 ス　 部 宮　 本　　 考　
バ ド ミ ン ト ン 部 中　山　斗志彦

部　　　名 代　表　者
な　 ぎ　 な　 た　 部 我 山 千 枝 子
ゴ　 ル　 フ　 部 宮 澤 豊 秋　
マ レ ッ ト ゴ ル フ 部 相　 川　 正　 道
ゲ ー ト ボ ー ル 部 高　 橋　 堅　 司
太　 極　 拳　 部 平　塚　たけ子
ソフトバレーボール部 宮 崎 昭 二
ビ ー チ ボ ー ル 部 大　 井　 英　 一

※一部の団体は、2022年3月末現在のものです。

お問い合わせは

お問い合わせは

坂城町文化センター　TEL82-2069 ㈹

坂城町文化センター　TEL82-2069 ㈹



日　　付 祭礼名称等 実施団体 概　　要

 ４月10日（日） 村上神社
春祭り

村上神社
太神楽保存会 午前９時頃、村上神社にて奉納舞。舞の時間は約 15分。

 ４月 ９日（土） 村上大国魂社
春祭り

網掛太神楽獅子
保存会

午後 7時頃、福沢公民館にて舞い出し。堀上、新堀上地区を巡行
→ 8時頃、網掛公民館で舞い、8時半頃に村上大国魂神社にて奉納舞。
舞の時間は約 15分。

 ４月30日（土） 八十八夜祭・
蚕影神社祭典

金井区
神楽保存会

午後 1時頃、金井振興センター舞い出し→金井蚕影神社→ 8組合旧
公民館前→地蔵堂→薬師堂→大口公会堂（阿弥陀堂）を巡行。午後
4時半頃、水天宮にて奉納舞。舞の時間は約 15分。

 ５月 １日（日） 蚕影神社
八十八夜祭 新地神楽保存会 午後２時頃、新地蚕影神社にて奉納舞。舞の時間は約 15分。

 ９月17日（土） 村上神社
秋祭り

村上神社太神楽
保存会

午後 6時半頃、上五明公民館にて舞い出し→ 7時頃、村上神社で奉
納舞→西教寺、区長宅、新築宅等を巡行→9時頃に公民館で再び舞う。
舞の時間は約 15分。

 ９月24日（土） 自在神社
秋祭り

上平太神楽
保存会

午後 5時頃、一ノ鳥居にて舞い出し→ 5時半頃に自在神社にて奉納
舞→八幡宮、自在神社社務長宅、新築宅、区長宅等を巡行。舞の時
間は約 15分。

 ９月24日（土） 村上大国魂社
秋祭り

網掛太神楽獅子
保存会

午後 8時頃、網掛公民館にて舞い出し→ 8時半頃に村上大国魂神社
にて奉納舞。舞の時間は約 15分。

 ９月24日（土） 会地早雄神社
秋祭り

鼠宿太々神楽
保存会

午後 6時頃、鼠宿公民館前にて舞い出し→区内の道祖神、新築宅等
を巡行→会地早雄神社にて奉納舞。舞の時間は約 15分。
※午後 3時頃、獅子宮の区内曳行もあり。

 ９月24日（土） 会地早雄神社
秋祭り 新地神楽保存会 午後 3～ 4時頃、会地早雄神社にて舞い出し→白山神社、区長宅、

新築宅等を巡行。午後5時頃、新地公民館で舞う。舞の時間は約15分。

 ９月24日（土） 金井区
秋の祭禮

金井区神楽
保存会

午後 3時半頃、金井振興センターにて舞い出し→ 4時頃に宇佐八幡
宮で奉納舞→黄金橋、酒玉神社、稲荷大明神、旧道大口入口等を巡
行→ 8時半頃に地蔵堂前で奉納舞。舞の時間は約 15分。

 ９月24日（土） 速素戔嗚神社
秋祭り

入横尾太々神楽
保存会

午後 6時頃、速素戔嗚神社にて舞い出し→区長・副区長宅および新
築宅等を巡行。舞の時間は、神楽と伊勢音頭を合わせて 30分ほど。

 ９月（詳細未定） 中條神社
秋祭り

中之条永代々
神楽保存会 （詳細未定）規模縮小斎行の場合、神楽奉納なし。

12月31日（土） 自在神社
越年祭

上平太神楽
保存会 午後 11時から 1月 1日午前１時、自在神社にて奉納舞。

2023年
 １月１日（日）

会地早雄神社
元始祭

鼠宿太々神楽保
存会

午前 0時頃、会地早雄神社にて奉納舞。舞の時間は、新地神楽保存
会と合わせて約 30分。

2023年
 １月１日（日）

会地早雄神社
元始祭 新地神楽保存会 午前 0時頃、会地早雄神社にて奉納舞。舞の時間は、鼠宿太々神楽

保存会と合わせて約 30分。

2023年
 ３月26日（日）

南日名
春季祈祷祭 南日名若者連

午前 10時頃、季野宮にて舞い出し→区長宅、組合長宅、正副氏子
総代宅、正副祭典委員宅、新築宅等を一日かけて巡行。獅子頭によ
る「悪魔っぱらい」は全戸で行われる。舞の時間は約 15分。

※予定は変更・中止になる場合があります。

─ 12 ── 12 ─

坂城町神楽奉納予定

お問い合わせは 坂城町文化財センター　TEL82-1109 ㈹



─ 13 ─

人財（人材）バンクの登録・申込み
あなたの特技を生かしてみませんか

『受講手帳』お持ちですか？

【登録できる人】
　町内に在住している方に限らず、町外
の方でも登録できます。

【登録方法】
　自薦他薦どちらでもかまいません。電
話・FAX・はがきなどで氏名・住所・連
絡先・登録分野を下記事務局までお知ら
せください。
　なお、プライバシー保護等のため、後
日改めてご本人に確認をさせていただき
ます。

【登録期間】
　人材バンクへの登録は随時行います。

【登録分野】

　団体・グループで「人財バンク」登録
者に講座の指導・助言を希望される場合
は、下記事務局に申し込んでください。
要望内容に該当する指導者と調整いたし
ます。

《事務局》　教育委員会　教育文化課内
　　　　　電話 82-2069（代）
※ 人材バンクの「人財」とは、人は財産（た

から）という意味です。人と人のふれ
あいが町の財産となります。

〜人財バンクの申込み方法〜

1 教 育 一 般 家庭教育、幼児教育、青少年教育
小中学校の学習支援など

2 人文・社会科学 郷土史、法律、歴史、地理など
3 自 然 科 学 動物、植物、天文、昆虫など
4 環 境 ゴミ問題、大気汚染、住環境など

5 産 業 交通、観光、コンピュータ、
電気など

6 美 術・ 工 芸 絵画、書道、写真、陶芸、
イラストなど

7 音 楽・ 芸 術 楽器、歌、記述、人形劇など
8 文 芸 俳句、短歌、詩歌、川柳など
9 趣 味 園芸、囲碁、将棋、釣りなど

10 生 活・ 文 化 和裁、茶道、華道、料理、漬物、
わら細工など

11 健 康 家庭医学、健康管理、救急法など
12 福 祉 手話、点字、介護法など

13 スポーツ・レク 各種競技、ニュースポーツ、
健康体操など

14 国 際 交 流 英語、ポルトガル語、中国語、
フランス語など

15 そ の 他 司会、イベント、各種特技など

〒 389-0602　坂城町大字中之条 2468
TEL.0268-82-2069（代）　FAX.0268-82-8722
E-mail:bunka@town.sakaki.nagano.jp

坂城町文化センター
問い合わせ先
申込書提出先

● この受講手帳は、さかきふれあい大学の講座を受講したことを記録し、証明するものです。
● この手帳は、さかきふれあい大学の講座を受講する時に差し上げますので、いつも携帯するよう

にしてください。
●講座が終了したときに、単位認定スタンプを押印してもらってください。
●原則として１時間１単位として認定します。
● さかきふれあい大学教養・専門講座、公民館講座、図書館講座、勤労

者総合福祉センター講座などの単位を認定します。
● この手帳では、累積した取得単位が 50 単位、100 単位、200 単位

に達した場合、申請に基づき奨励賞（マナビィ賞、シルバーマナビィ
賞、ゴールドマナビィ賞）をそれぞれ交付します。



詳細についてのお問い合わせや参加申込みは
坂城町文化センターまで
（坂城町教育委員会　教育文化課・坂城町公民館）

TEL82-2069㈹　　FAX 82-8722
E-mail　bunka@town.sakaki.nagano.jp
〒389-0602　坂城町大字中之条2468番地

　Sustainable Development Goals の略称で、2015年、国連で採択された「国際社会が
2030年までに貧困を撲滅し、持続可能な社会を実現するために重要な指針」のことであり、
17の目標と169のターゲットによって構成されています。
　長野県の取り組みである「しあわせ信州創造プラン2.0」には、このSDGsの理念がいち早
く取り入れられ、平成30年6月には、全国で29ある『SDGs未来都市』の一つに長野県が選ば
れました。坂城町もSDGsの達成を目指します。

SDGsとは

・ 受講日当日、発熱や咳・咽頭痛などの症状がある方は、受講をご遠慮ください。
・ 入場の際には検温、健康シートの記入をお願いしますので、早目のご来場をお願いします。
・ 受講時に、発熱のある場合は、受講できません。
・ 受講前に、必ず手指等の消毒を行ってください。
・ 受講の際は必ずマスクの着用をお願いいたします。
・ 受講者の中から新型コロナウイルスの感染者が確認された場合、
　受講者の皆様は、保健所の聞き取り調査にご協力いただく場合があります。

受講者の皆様へお願い



さかきふれあい大学　－教養講座・専門講座（前期）－
さかきふれあい大学　－公民館文化講座－
さかきふれあい大学　－としょかん講座・格致学校講座－
さかきふれあい大学　－長野大学 坂城町講座（前期）－
さかきふれあい大学　－未就学児向け教室－
さかきふれあい大学　－出前講座－
スポーツ少年団　団員募集
だれでもスポーツ・坂城町文化協会の紹介・坂城町体育協会の紹介
坂城町神楽奉納予定
人財（人材）バンクの登録・申込み
2022年度　わたしのまちの主な行事

子ども絵画教室

格致学校

宇宙の話

フラワーアレンジメント（テラリウム編）
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2022年度 2022年度 わたしのまちの主な行事わたしのまちの主な行事
  4日（月） 坂城・南条・村上保育園入園式
  6日（水） 坂城・南条・村上小学校入学式
  6日（水）　 坂城中学校入学式
  7日（木）　 坂城高校入学式
  7日（木） 坂城幼稚園入園式
15日（金）　 公民館文化講座開講式

  1日（土） 町民運動会・交通安全町民大会
  7日（金）  村上小音楽会
15日（土）　 青少年ウォークラリー大会
22日（土）～23日（日）　坂城町文化祭
　記念コンサート
　図書館まつり、消費生活展
　俳句の里コンクール
28日（金） 南条小・坂城小音楽会

  8日（日） 子どもフェスティバル
21日（土） 春のスポーツ大会
28日（土）～6月12日（日）　ばら祭り
24日（火） 青少年を育む町民会議全体会

12日（土） 女と男ふれあいさかき（予定）
19日（土） ライフ・ステージエコー2022

  3日（土）  人権を尊重し豊かな福祉の心を
　　　　  育む町民集会
11日（日）  スポ少交流会
17日（土）  更埴地区短詩型文学祭表彰式

1日（日・祝） 元旦マラソン大会
4日（水）～6日（金）　席書大会・書初展
15日（日）　 スキー・スノーボード教室
22日（日）　 消防団出初式

25日（土） 分館対抗球技大会

  3日（金）  坂城高校卒業式（予定）
  4日（土）  子ども茶の湯教室
15日（水）  坂城中学校卒業式
16日（木）  坂城・南条・村上小学校卒業式
17日（金）  子ども会リーダー研修会
17日（金）  坂城幼稚園卒園式
22日（水）  坂城・南条・村上保育園卒園式

  4日（土） 村上小・南条小・坂城小運動会
19日（日） 坂城町消防ポンプ操法大会

  2日（土） 納涼音楽会
  8日（金）～9日（土）　坂城高校葛尾祭（予定）

  6日（土）　 町民まつり坂城どんどん
15日（月）　 第67回二十歳のつどい
20日（土） 第4回坂城びんぐしの里薪能
28日（日）　 総合防災訓練（坂城中学校）

  2日（金） テクノさかき工業団地まつり
17日（土） 坂城・南条保育園運動会　
18日（日）  坂城幼稚園運動会
18日（日）  村上保育園運動会
22日（木）～23日（金・祝）　坂城中学校大峰祭 


