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わたしは

「こころをみがきからだを使おう」

あなたに

「あいさつをしよう」

このまちを

「きれいにしよう」

掲載写真募集！！みなさんの写真・作品・活動を紹介します。
という３つの視点で、目標を決めてこつこつと続けてみませんか。

※掲載内容変更になることもございますので、それぞれの項目の連絡先までお問合せください。 印刷　藤原印刷株式会社◎この印刷物は再生紙を使用しています。

この活動は、いつの時代にあっても大切なことを、

市民一人ひとりが、自ら目標を決めて地道に取り組む活動です。
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本誌へのご意見やご感想、また取りあげてほしい情報等ございましたら下記までお寄せください。

松本市教育委員会 生涯学習課・中央公民館
TEL：0263-32-1132　FAX：0263-37-1153　E-mail：gakushu@city.matsumoto.lg.jp

〒390-0811松本市中央1丁目18番1号（Ｍウイング2階）

SK松本ジュニア合唱団（会員募集情報は3ページに記載）

本誌の内容は、松本市公式
ホームページでもご覧いただけます。

【掲載位置】トップページ→教育委員会→刊行物

　　　　　　→学びの森いんふぉめーしょん

生涯学習ファイルには、指導者情報の登録もあります。市民の皆さまの活動にご活用ください。

詳しくは、松本市公式ホームページをご覧ください。
始めましょう

　教育文化センター

教育文化センターは、科学講座や天体観測、プログラミング教室やパソコン教室など様々な市民講座を開催して

います。詳しくは市公式ホームページをご覧ください。

問い合わせ：教育文化センター（☎32-7600）

　長野県生涯学習推進センター

各講座の詳細は、概ね 1カ月前にホームページに掲載する講座案内（チラシ）をご覧ください。

申込み・問い合わせ：長野県生涯学習推進センター（☎53-8822）

E V EN T

「お城盆踊り」の歴史

第74回お城盆踊り
●日時　8月14日（日）～8月16日（火）
　　　　午後7時～9時（雨天中止）
●場所　松本城公園
●料金　無料
ライトアップされた松本城を背に、松本音頭や安曇節などの民踊を三夜連続で
踊ります。

　昭和21年、終戦後の世の中が混乱している時代に、荒廃した日本の復興のためにと、松本市では進駐軍と市民の話し合いの場が持たれまし
た。その話し合いでは、これからの日本の文化、スポーツ活動の振興などが話し合われました。
　その話し合いの中で、松本城で盆踊りをやりたいと提案する人がいました。当時、盆踊りは豊年満作を願う農民の1年に一度の楽しみであった
のです。
　進駐軍と交渉した結果、制約や条件付きではありましたが、お城での盆踊りができることになりました。戦後、暗く沈むみんなの心に明かりを灯
したいと市民たちが自ら始めたのが、このお城盆踊りでした。
　今年で74回目になるお城盆踊り、国宝松本城を背にして踊る機会はなかなかありません。先代の思いを感じながら、盆踊りを楽しみましょう。

お城盆踊り当日に櫓の上で踊りを披露する松本レクリエーション協会会員による丁寧な指導があります。動きやすい格好でおこしください。

お城盆踊り講習会
●日時　8月5日（金）午後7時～9時
●場所　中央公民館レクリエーション室
●料金　無料
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▲

カラダを育てる合気道教室

A10/8（土）～10/30（日）

	 月、水、木、金、土、日

	 ※木→呼吸法クラス

	 ※期間中全5回

	［子ども］水、金　

	 午後6時～7時

	［大人］木　

	 午前10時～11時30分

	 月、水、金

	 午後7時30分～9時

	 土、日　塩尻道場問い合わせ

B松本市小屋南道場（小屋南1丁目15-4）

	 塩尻市体育館柔道場（土日）

C2,000円　別途スポーツ保険

D体のパワーを高め、いい汗かきませんか！

	 子どもから年配、初心者大歓迎！

	 呼吸法クラスもあり！

E中島さん（団体名	き合氣塾）

	 ☎080-6995-9190

	 FAX86-5148

人文・自然

▲

みんなで温暖化ウォッチ！セミの抜
け殻を探せ！

A8/4（木）午前9時～11時

Bアルプス公園（森の入り口休憩所周辺）

C無料

D地域の子どもたちを集めて、毎年同じ時期

に同じ場所でセミの抜け殻を採取し、抜け

殻の数を種類ごとに数えて集計し、過去の

結果との比較や地域ごとの違いについて一

緒に考察することを通して、地球温暖化が

身近な自然環境にもたらす影響について学

びます。ながの電子サービス（下記 QR コー

ド）から事前申し込み制で参加者を募集。

持ち物は帽子、タオル、筆記用具、飲み

物。対象は主に小学生。定員20人。

E栗林さん（団体名	長野県環境保全研究所）

	 ☎026-239-1031

生活・健康

▲

ゆっくりのんびり中町　ホコ天×エ
コ展2022

A8/28（日）、9/25（日）、10/23（日）（6～11月

の第4日曜日）午前11時～午後4時

B中町蔵シック館前広場・蔵のある街駐車場

他　中町通り一帯

C一部体験のみ有料

D中町通りが歩行者天国になる毎月第4日曜

に、環境・気候危機問題について、見て・

体験して・知り・考えるイベントを、昨年

度よりバージョンアップして行います。地

域で環境のために活動している団体などに

よる、以下のような催しを計画しています。

	 SDGs カードゲームの体験［8月］・著名講

談師によるエコ講談［9月］コカリナ演奏

［10月］ハロウィンウォークラリー［10月］

蜜蝋や木工など自然素材の工作体験・県産

木材の販売・薪割体験［9月］ソーラー

クッカー実演・太陽熱温水器展示［8月］

指導者

★★柳
やなぎ

澤
さわ

　瀧
たき

登
と

指導内容	 パソコン関係、美術、カメラ関係

等

	 ① 		PC デザイン、CG、コンピュー

タミュージック

	 ②		デッサン等

	 ③	デジカメ等

資	格	等	 大学専任教員14年、デザイン協会

役員など

希望時間	 なし

対	象	者	 なし

指	導	料	 相談

連	絡	先	 ☎090-8730-6105

★★ W
わ か こ

AKACO

指導内容	 フラメンコ

	 心身ともにバランスのとれた健康

で美しく動ける身体づくりを目指

します。大切な基本姿勢を身につ

け、フラメンコに必要なテクニッ

クを学びます。ストレッチで身体

を柔らかくして上半身の動きで背

筋、腹筋を強化。下半身は腰、股

関節、太もも、足首を鍛えます。

フラメンコ舞踊は1人ひとりの個

性が生かされる踊りです。味わい

のあるオーラいっぱいの踊りに胸

がわくわくします。ゆっくりと楽

しく指導します。さあ、今から

チャレンジしましょう！

資	格	等	 フラメンコ舞踊家講師（保育士、

幼稚園教諭普通2級免許）

希望時間	 なし

対	象	者	 なし

指	導	料	 相談

連	絡	先	 ☎090-8110-4546

グループ

★★アルプス公園マレットゴルフクラブ

日　　時	 月曜日から日曜日　毎日

場　　所	 アルプス公園マレットゴルフ場

内　　容	 4月から11月まで第1月曜日に清

掃、整備を行います。4月から11

月まで第2月曜日は大会を実施し

ています。

連	絡	先	 上條さん

	 ☎75-2509/090-1831-9771

芸術・文化

▲

第65回松本市民体育大会秋季大会 
秋の民踊の集い

A10/8（土）午後1時～4時

B松本市柔剣道場　柔道場

C400円

D全国各地で踊り継がれている簡単な民踊を

中心にレクリエーションダンスなどを楽し

く踊りながら交流を深めます。一般の方の

参加をお待ちしております。

E中原さん（松本民踊連盟）

	 ☎35-2581/090-8326-8002

イベント情報EVENT

▲

「第14回渡来人まつり」「道～白磁の
人～上映会＆ミニライブ＆トーク 
主催：信州渡来人倶楽部「今、なぜ
白磁の人―浅川巧なのか」

A8/21（日）午後1時30分～4時30分

B中央公民館（Mウイング）6階ホール

C資料代500円

D日本が植民地支配していた朝鮮半島で、現

地の陶磁器と民芸を心から愛し、植林も

行った浅川巧の映画を上映し、映画化に尽

力した李春浩氏が制作時の裏話も含めて

トークします。日韓関係が最悪と言われる

今、浅川巧から学び、民族の違いを認め合

い慈しみ尊重する機会にしたいと思います。

	 上映前に hyogi さんのミニライブを行いま

す。

E豆工房	 ☎33-9123

　朴さん	 携帯090-8888-7716

スポーツ・レク

▲

バンビちゃん体操教室

A9月5日～11月6日

	 第1・2・3月曜日　第4・5月曜日

	 午前10時30分～11時20分

B松本市開智小前 Wing スタジオ

C1回1,000円（税込）

Dコロナウイルス感染予防策をとって行いま

す。未就園児の体づくりに欠かせない運動

をします。お母さんと離れて、楽しく遊び

を取り入れた無理のない体操です。

E NPO 総合体操クラブ Wing

	 ☎50-7148（午前10時～午後4時）

	 西沢さん	 携帯090-7244-3912

▲

アルパカキッズ体操教室

A9月14日～10月19日　水曜日

	 この期間中5回　

	 午後5時15分～6時15分

B松本市総合体育館メインアリーナ

C1回1,000円（税込）

Dコロナウイルス感染予防策をとって行いま

す。対象は年少～年長児です。幼児期に最

も必要な、多様な動きを楽しく行います。

体育あそびを通して体づくりの基礎を身に

つけます。集団でのルールも学びます。

E NPO 総合体操クラブ Wing

	 ☎50-7148（午前10時～午後4時）

	 西沢さん	 携帯090-7244-3912

▲

キッズベーシック教室

A9月10日～10月22日土曜日

	 この期間中5～6回午後1時～2時20分

B松本市旭町小学校体育館

C1回1,000円（税込）

Dコロナウイルス感染予防対策をとって行い

ます。対象は年長児～小学3年生です。

マット運動の基礎となる体の使い方を身に

つけます。組体操にもつながるポイントを

指導します。

E NPO 総合体操クラブ Wing

	 ☎50-7148（午前10時～午後4時）

	 西沢さん	 携帯090-7244-3912

※新型コロナウイルス感染拡大防止等のため各イベントを中止（延期）する場合もあります。

新規情報N E W
生涯学習ファイル



【申込み・費用等、詳細については、直接「連絡先」にお問合せください】 3学びの森　いんふぉめーしょん

凡例　A：日時　B：会場　C：費用等　D：内容他　E：申込み・問合せ

使用しない食品募集！フードドライブ・エ

コフリーマーケット・ボードで「井戸端会

議」「信州 Green でんき」展示・中町内店

舗「この店のこれがエコ！」キャンペー

ン・松本市の施策展示

E中町商店街振興組合事務所

	 ☎36-1421

▲

信州自遊塾10周年記念講座第 2弾
「SDGsってなぁに？―長野県のエレ
ルギーを考える―」

A9/3（土）午後1時30分～4時

B中央公民館（Mウイング）・オンライン併用

C500円（信州自遊塾会員・大学生以下・オン

ライン参加は無料）

D信州自遊塾は、2011年の大震災と原発事故

を契機に発足し、10年が経過しました。今

回は、SDGs（持続可能な開発目標）をテーマ

に、「本当の豊かさとは何か」を考える企

画の第2弾で、信州大学准教授の茅野恒秀

さんと長野県内で SDGs を実践している

方々をお招きしました。

E信州自遊塾

	 松本さん

	 ☎090-4911-8209

松本市から

▲

～わくわく多文化～いろんな国のは
なしと、おもしろ工作

A8/9（火）午前10時～11時30分

B中央公民館（M ウイング）3階ネットワーク

室

C無料

D対象：おおむね小学6年生ぐらいまで。前

日までに申し込み。（未就学児は親子で参

加）

	 定員：15人

	 外国出身（3カ国）の講師から、それぞれの

国の話を聞いたり、一緒に簡単な紙の工作

をしたりします。

E村井さん（所属　多文化共生プラザ）

	 ☎39-1106

▲

絵本の読み聞かせと、野菜スタンプ
のエコバッグ作り

A8/27（土）午前10時～11時

B中央公民館（M ウイング）3階ネットワーク

室

C布バッグ代200円

D対象：おおむね3歳以上（未就学児は親子で

参加）

	 定員：8組15人

	 託児：あり（8月15日までに要申し込み　無

料）

	「多文化共生」を感じられる絵本の紹介を

します。また、布エコバッグに野菜スタン

プを押して、自分だけのエコバッグを作り

ます。

E村井さん（所属　多文化共生プラザ）

	 ☎39-1106

団体名 内容・コメント 日時 会場 連絡先

〈コーラス〉

ちくまのコーラス
高校生から70代まで幅広い仲間で、JPOP、童

謡唱歌など聴き馴染みのある曲を練習してみ

ませんか。

4月から10月まで毎週木曜日

	 午後7時30分～9時

それ以外は隔週（基本第1、第3）

	 午後7時30分～9時

芳川公民館

寿公民館　他

中谷さん

	 ☎090-5430-9893

歌を歌う会
30分の身体を使った発声練習後、斉唱、合唱

で様々なジャンルの曲を楽しんでいます。会

費は月2,000円です。

月2回　土日

	午前10時～12時か午後1時～3時
第二地区公民館

倉科さん

	 ☎090-4393-6001

城北童謡唱歌をうたう会
会員同志が楽しく会を続けられるよう励ま

し、労わりあいながら、元気よく歌っていま

す。ぜひお仲間に！

第1,3木曜日

	 午後1時30分～3時
城北公民館

村山さん

	 ☎090-1867-2128

コーラス花みずき
団員を募集しております。年齢を問わずどな

たでも参加できます。会費月2,000円。ご参加

お待ちしています。

第2,4土曜日

	 午前10時～11時30分

松南地区公民館（なん

なんひろば）音楽室

越智さん

	 ☎050-3440-1516

松本中央コーラス
歌うことが好きな方もそうではない方も、み

んなで歌えば小さな声も大きく聞こえ、気分

も晴れやかになりますね。

第1,3火曜日	 午後7時～9時 田川公民館
小岩井さん

	 ☎33-7431

SK 松本ジュニア合唱団
小1～高3の子どもたちが楽しく歌っていま

す。オーディションはありません。ぜひ練習

を見に来てください。

第1,3日曜日	 午前10時～12時

第2,4土曜日	 午後2時～4時

※日時に変更がある場合があり

ますので、お問い合わせくださ

い。

キッセイ文化ホール

他公民館

キッセイ文化ホール

	 ☎34-7100

〈楽器・音楽〉

琉球國祭り太鼓長野支部
メンバー募集！創作エイサーを一緒にやりま

せんか？沖縄が好き、体を動かしたい方、お

問い合わせください。

毎週火・金曜日	 午後7時～9時

毎週日曜日	 午後1時～5時

感染症対策に応じて変更あり

高綱中学校
伊藤さん

	 ☎090-8016-0015

ハモハモセブンスリー
（ハーモニカクラブ）

ハーモニカに興味のある方仲間に入りません

か。懐メロ、童謡等合奏、独奏を楽しみなが

ら練習しています。

第2,4木曜日

	 午後1時30分～3時

プラチナセンター3階

（南部総合社会福祉セ

ンター）

清沢さん

	 ☎090-7259-6605

芸術・文化

会員募集INFORMATION
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スポーツ・レクリエーション

団体名 内容・コメント 日時 会場 連絡先

〈空手・合気道・少林寺拳法・テコンドー・剣道・薙刀〉

旭町合気道道場

合気道の稽古及び定期昇級・昇段審査会を開

催しています。木剣や杖もやっております。

怪我をしない身体づくりのため、受け身を学

習します。バトミントンや卓球もやっており

ます。保育園・幼稚園児から大人まで、男女

問わず参加できます。

毎週水曜日

	 午後7時30分～8時30分

旭町中学校柔剣道場ま

たは征矢野整骨院

征矢野さん

	 ☎090-3403-0699

旭町空手道場

空手道の稽古、昇級審査、昇段審査の練習を

楽しく活動しています。バトミントンや卓球

もやっています。保育園・幼稚園児から大人

まで、男女問わず参加できます。

毎週火曜日・木曜日

	 午後7時30分～8時30分

旭町中学校柔剣道場ま

たは征矢野整骨院

征矢野さん

	 ☎090-3403-0699

合気道　蒼成館
合気道を通して心身共に健康になりましょ

う。初めての方でも安心して始められます。

※小学生から一般の方まで

毎週日曜日　 午前中

毎週水曜日	 午後7時～8時30分
柔剣道場　その他

古畑さん

	 ☎050-8886-5372

団体名 内容・コメント 日時 会場 連絡先

ハーモニカサークル
〝カナデル会〟

皆様！！ハーモニカを吹いてみませんか？少

人数のサークルですが、楽しい仲間です。

待っています。

第1,3木曜日	 午前10時30分～

プラチナセンター3階

（南部総合社会福祉セ

ンター）

宮田さん

	 ☎47-0272

〈短歌・川柳・俳句〉

あがたの森
ヒマラヤ杉句会

俳句会を通じ、先生の指導のもと、作句の向

上を図るとともに、季節の話題などを話し合

い、会員間の親睦をはかっています。

第1木曜日	 午前10時～12時 あがたの森文化会館
長谷川さん

	 ☎50-3549

コスモス短歌会
初心者大歓迎です。お友達などお誘いのう

え、大勢のご参加お待ちいたしております。

一緒に勉強しましょう。

第2日曜日	 午後1時～
中央公民館

（Mウイング）

中田さん

	 ☎35-5754

〈華道〉

みなづきの会
「池坊いけばな教室」季節の花と語りません

か。初心者、経験者、何時からでも OK！

会費1回材料費込み1,800円

第2・4金曜日	 午後1時～3時
なんなん広場2階

工作室

百瀬さん

	 ☎26-2459

〈書道・習字〉

五月会（ペン習字）
ひらがな、漢字の初歩から学びます。日常生

活に役立つ美しい文字が書けるように学んで

います。

第1･4水曜日

	 午前10時～11時30分

松南地区公民館

（なんなんひろば）

小山さん

	 ☎58-6407

ペン習字木曜会
ひらがな、漢字の基礎から学んでいます。生

活に役立つ美しい文字が書けるように、楽し

く練習しています。

第1･3木曜日	午後7時30分～9時
松南地区公民館

（なんなんひろば）

片瀬さん

	 ☎25-5257

あかね会
日常生活に役立つ美しい文字を、基礎から学

んでいます。初心者から有段者まで個別に指

導。見学大歓迎です。

第2・4木曜日
トライあい・松本

教養室1階

	 ☎0263-34-2191

	 携帯090-9359-6686

筆ペンクラブ
ひらがなから漢字まで幅広く学びます。書道

と違い、初めての方も楽しく書けます。見学

大歓迎。会費は月1,200円。

第1・3木曜日	午後1時30分～3時 波田公民館
寺島さん

	 ☎92-4391

〈制作〉

草画会
草画会では野山に咲く自然の花を一枚の紙に

描いています。花の好きな方、一緒に絵を描

きませんか。会費月2,000円。

第1･4水曜日

	 午後1時30分～3時30分
波田公民館

笠原さん

	 ☎75-0482

陶芸クラブ　志炎会
個性的な作品を作ってみませんか。初心者、

見学歓迎です。会費月1,000円。材料費は別途

です。

第2・3・4月曜日	 午前10時～ 庄内地区公民館
中澤さん

	 ☎090-4463-7895

〈踊り〉

松本民踊連盟
全国各地に伝承されている民踊を楽しく学び

ます。踊ったことのない方も大歓迎です。会

費は10回3,000円

第2･4火曜日

	 午後1時30分～3時30分
安原地区公民館 	 ☎0263-35-2581

〈その他〉

哲学談話会・パンセ
知識の習得ではなく人生の知恵を学びます。

平木信大名誉教授と共に語り合いませんか。

哲学初心者歓迎。

毎月第1・3金曜日	午後2時～4時
中央公民館

（Mウイング）

望月さん

	 ☎27-4321

朗読ふれあいの会
体面朗読ボランティアです。初心者大歓迎で

す。朗読勉強会を月1回行っていますので、お

気軽にご見学ください。

9月28日（水）、10月26日（水）

	 午後1時30分～3時
中央図書館視聴覚室

矢ケ崎さん

	 ☎27-6841
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団体名 内容・コメント 日時 会場 連絡先

NPO 法人
国際護身武道協会

（峰丈流護身武道）

明るく元気に逞しく、心と体を育てる空手教

室です。親子で楽しく稽古に励んでいる方も

多いです。

毎週土曜日

	 午後7時～8時10分

祝日は休み

筑摩野中学校

柔剣道場

飯田さん

	 ☎0266-53-7272

〈太極拳・導引養生功〉

松筑剣道連盟　少年部
剣道を通じて、心身共に成長することができ

ます。お気軽に見学、体験に来て下さい。

小、中学生月1,500円。

月・金曜日	 午後7時～8時 松本市柔剣道場3階
千國さん

	 ☎090-4701-8553

健康太極拳
梓川・波田・神林教室

誰にでもでき、ゆるやかな動きで体も心もリ

ラックスして自然に健康を保ち、生涯続ける

ことができます。

①梓川教室

　火・水	午後1時30分～3時30分

　土	 午後7時30分～9時30分

②波田教室

　月	 午後1時30分～3時30分

　木　　 午後7時30分～

③神林教室

　金	 午前9時30分～11時30分

①梓川福祉センター

②波田健康福祉セン

ター

③神林公民館

倉田さん

	 ☎78-6430

〈エアロビクス・体操等〉

人工股関節手術経験者で
行うストレッチ＆エクサ

サイズ

1回60分のレッスンです。ストレッチやミニ

トレーニングで、柔軟性を高め、筋力アップ

を目指す、楽しい仲間です。1回1,000円。

8月10日、31日、9月14日、28日

	 午後2時～3時
スタジオポップ

	 ☎0263-35-1060

	 携帯090-2737-2639

〈ダンス〉

スイッスルソサエティー
スコットランドの踊りスコティッシュカント

リーダンスを踊ります。楽しく頭と体の運動

に最適です！！見学だけでも。

第2,4（5）土曜日

	 午後6時30分～9時30分
トライあい・松本

中島さん

	 ☎92-4673

生活・健康・その他

団体名 内容・コメント 日時 会場 連絡先

〈外国語〉

英語講座
外国人教師による（ネイティブ）英会話

1回1,000円
毎週木曜日	 午後1時～3時 城東公民館視聴覚室

小岩井さん

	☎25-3692（午前中のみ）

今どきの英会話
スプラウト

女性のみの中・上級英会話クラス。様々な話

題を英会話で楽しく学んでいます。講師は英

国人男性。まずは見学を。

毎週木曜日	 午後1時30分～3時
庄内地区公民館

視聴室

降旗さん

	 ☎32-9344

インターナショナル
カフェ

①　年長～小学生対象で遊びながらカナダ出

身のキャロル先生と楽しく英語を学びます。

②　大人のフランス語交流会

毎週土曜日

	 ①午後1時15分～2時45分

　　　②午後3時～5時

島内公民館

キャロルさん

	 ☎090-1869-1270

 

〈その他〉

松本フォトクラブ支部
四季折々の身近な風景をプリントで楽しむ仲

間です。毎月、講師から提出写真のアドバイ

スがあります。

第3木曜日・夜間（月例会） 里山辺公民館
早川さん

	 ☎080-5144-4755

碁楽会
囲碁を通じて楽しみながら互いに交流を深

め、楽しくやりたいと思います。

会費年2,000円。

毎週木曜日	 午後1時～5時
中央公民館

（Mウイング）

一之瀬さん

	 ☎090-7427-2373

カタクリの会
難聴者が集まり、お互いに書いたりしながら

交流します。会費無料。イベントは順次決め

ます。

第2土曜日

ワックスがけある時は第1土曜

日

松本市総合社会福祉セ

ンター1階集会室

塩原さん

	 FAX87-7364

無料こどもじゅく HATA
小・中学生の学習支援とレクレーション。

小・中学生ならだれでも参加できます。お気

軽にご連絡ください。

第1・第3土曜日

	 午後1時30分～3時30分

第2・4日曜日	 午前10時～12時

主に波田公民館
久保田さん

	 ☎090-4463-6182
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わたしは

「こころをみがきからだを使おう」

あなたに

「あいさつをしよう」

このまちを

「きれいにしよう」

掲載写真募集！！みなさんの写真・作品・活動を紹介します。
という３つの視点で、目標を決めてこつこつと続けてみませんか。

※掲載内容変更になることもございますので、それぞれの項目の連絡先までお問合せください。 印刷　藤原印刷株式会社◎この印刷物は再生紙を使用しています。

この活動は、いつの時代にあっても大切なことを、

市民一人ひとりが、自ら目標を決めて地道に取り組む活動です。

●新規情報（生涯学習ファイル）

　指導者・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2

　グループ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2

●イベント情報（2022年8月〜11月）

　芸術・文化・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2

　スポーツ・レクリエーション・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2

　人文・自然・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2

　生活・健康・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2

　松本市から・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3

●会員募集情報・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3

本誌へのご意見やご感想、また取りあげてほしい情報等ございましたら下記までお寄せください。

松本市教育委員会 生涯学習課・中央公民館
TEL：0263-32-1132　FAX：0263-37-1153　E-mail：gakushu@city.matsumoto.lg.jp

〒390-0811松本市中央1丁目18番1号（Ｍウイング2階）

SK松本ジュニア合唱団（会員募集情報は3ページに記載）

本誌の内容は、松本市公式
ホームページでもご覧いただけます。

【掲載位置】トップページ→教育委員会→刊行物

　　　　　　→学びの森いんふぉめーしょん

生涯学習ファイルには、指導者情報の登録もあります。市民の皆さまの活動にご活用ください。

詳しくは、松本市公式ホームページをご覧ください。
始めましょう

　教育文化センター

教育文化センターは、科学講座や天体観測、プログラミング教室やパソコン教室など様々な市民講座を開催して

います。詳しくは市公式ホームページをご覧ください。

問い合わせ：教育文化センター（☎32-7600）

　長野県生涯学習推進センター

各講座の詳細は、概ね 1カ月前にホームページに掲載する講座案内（チラシ）をご覧ください。

申込み・問い合わせ：長野県生涯学習推進センター（☎53-8822）

E V EN T

「お城盆踊り」の歴史

第74回お城盆踊り
●日時　8月14日（日）～8月16日（火）
　　　　午後7時～9時（雨天中止）
●場所　松本城公園
●料金　無料
ライトアップされた松本城を背に、松本音頭や安曇節などの民踊を三夜連続で
踊ります。

　昭和21年、終戦後の世の中が混乱している時代に、荒廃した日本の復興のためにと、松本市では進駐軍と市民の話し合いの場が持たれまし
た。その話し合いでは、これからの日本の文化、スポーツ活動の振興などが話し合われました。
　その話し合いの中で、松本城で盆踊りをやりたいと提案する人がいました。当時、盆踊りは豊年満作を願う農民の1年に一度の楽しみであった
のです。
　進駐軍と交渉した結果、制約や条件付きではありましたが、お城での盆踊りができることになりました。戦後、暗く沈むみんなの心に明かりを灯
したいと市民たちが自ら始めたのが、このお城盆踊りでした。
　今年で74回目になるお城盆踊り、国宝松本城を背にして踊る機会はなかなかありません。先代の思いを感じながら、盆踊りを楽しみましょう。

お城盆踊り当日に櫓の上で踊りを披露する松本レクリエーション協会会員による丁寧な指導があります。動きやすい格好でおこしください。

お城盆踊り講習会
●日時　8月5日（金）午後7時～9時
●場所　中央公民館レクリエーション室
●料金　無料


