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うえだ広域
　5月31日、東御市湯の丸高原で、毎年恒例の「親子ふれあいトレ
ッキング」が開催され、親子102人が参加しました。当日は、あいに
くの雨模様で戸外でのトレッキングはできなかったものの、湯の丸
自然学習センター見学、湯の丸高原ホテルではアイスブレイクゲー
ムや森のカルタ遊び、森のマリオネットづくりが行われました。季節
感あふれる山菜の天ぷらもいただき、多くの子どもたちは「雨でも
楽しかった。また来年も参加したいです。」と話していました。

2008
親子ふれあいトレッキング開催

●世帯数：61,639世帯世帯数：61,639世帯
●人　口：160,612人人　口：160,612人
●面　積：552.00㎢

●●世帯数：11,453世帯世帯数：11,453世帯
●●人　口：32,050人人　口：32,050人
●面　積：112.30㎢面　積：112.30㎢

●世帯数：2,675世帯
●人　口：7,289人
●面　積：183.95㎢

●●●世帯数：1,725世帯
●人　口：4,853人人　口：4,853人
●面　積：57.09㎢面　積：57.09㎢

●世帯数：5,756世帯世帯数：5,756世帯
●人　口：16,296人
●面　積：53.64㎢

上田市
東御市

長和町

青木村

坂城町

※各市町村広報紙7月号掲載数。

森のマリオネットの顔づくりに森のマリオネットの顔づくりに
ナイフで挑戦。

「森のカルタ出来上がったよ！」「森のカルタ出来上がったよ！」
みんな一生懸命作りました。

自然にある木の葉や木の実を思
い思いの形で創作したカルタ。
見ているだけで楽しくなります。

アイスブレイクゲーム（初対面
の人と緊張を解きほぐすための
ゲーム）。写真は各 「々牛、白樺、
草」となり、掛け声とともに移動
するゲームで参加者の歓喜の声
が館内中に響き渡りました。

森のマリオネットを使って、みん
なが今日の感想を話してくれま
した。（子ども達が手にしてい
るのが森のマリオネット）

http://www.area.ueda.nagano.jp/ http://www.ueda-trenavi.jp/
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上田地域のトレッキング場所は
「トレッキングナビ」で検索！

ようこそ上田地域広域連合の
ホームページへ

広域連合議会
5月臨時会開催

地域医療の取組状況

上田創造館イベント情報

上田地域の
ごみ問題を考える

介護相談員の紹介

上田地域の「宝」を訪ねて
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目次

上田地域合計
●世帯数：83,248世帯
●人　口：221,100人
●面　積：958,98㎢

クイズに答えて上田地域の特産品を当てよう！

　別所温泉では毎年恒例の雨乞いのお祭りである「岳の幟」が開催されます。
岳の幟は国の重要無形民俗文化財となっており、室町時代から始まり約500
年も続いているお祭りで、長野冬季オリンピック閉会式でも披露されました。
　数十本の色とりどりの反物と竹竿でできた長さ約6メートルもの幟をかつ
ぎ、夫神岳山頂から別所神社までの温泉街を笛や太鼓の軽快なリズムに合わ
せて練り歩きます。お問い合わせは上田市役所観光課☎22-4100㈹まで。

　上田電鉄別所線「別所温泉駅」を過ぎ、風情ある温泉街の入り口、北向観
音を背に細路を進んでいくと安楽寺に到着します。安楽寺八角三重塔は、安
楽寺の一番奥にあり、眼前に広がる檜や杉を見ながら本堂を過ぎて登ってい
くと、迫力ある姿で皆さんを出迎えてくれます。八角三重塔は、鎌倉末期の建
立で、木造（1289年伐採の檜を使用）の八角塔としては全国で一つしかな
いという大変貴重な建築で、長野県では一番早く「国宝」に指定されました。
　一見、四重塔に見えますが、実は一番下の屋根は裳階と呼ばれ、「ひさし」に
あたるものがついているとのことから、三重の塔と言われています。また、頂
上には九つの輪のついた柱である「相輪」が天高くそびえ立ち、各層の屋根
の下には、華やかな「木組み」がぎっしり組まれているのが特徴で、多くの方
がその姿に時間を忘れて見入ってしまうほどです。
　このほか、安楽寺八角三重塔の近くには別所温泉をはじめ、常楽寺、常楽
寺美術館、北向観音など数多くの観光地があり、見どころが満載です。温泉に
浸かりながら、信州の鎌倉をゆったりと堪能してみてはいかがでしょうか…。

国宝 安楽寺八角三重塔

イベント情報
※祭礼は午前4時30分から行われますが、ここでは8時から
の予定を掲載します。日影集会所付近8時発、石湯9時
頃、大湯10時頃、あいそめの湯11時頃、別所神社12時
頃の到着予定です。（時間は変更する場合があります。）

日

第２回

ふるさと上田地域の「宝」を訪ねてうえだ
地域 歳時記

も こ し

そうりん

き　ぐ
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安楽寺八角三重塔道順

湯川
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◆構成市町村「地域医療対策連絡会議」における調査研究内容について

◆ 関係機関への要請活動等について

上田地域広域連合施設見学ツアー
～広域連合のお仕事って何だろう～

　4月26日、上田創造館で子育て支援サポーター養成＆スキルアップ講座が開講し、25名が参加し
ました。この講座は、豊かな人生経験を生かして、子育て支援の一歩を踏み出したり、子育て支援の
スキルアップをしたい人達に対してバックアップするための講座を主体にイベントの企画・立案等を
学び、その後の地域イベントや広域事業のスタッフとして活動していただくことを期待するもので
す。今年度の講義は全6回行われますが、今後実技体験や情報交換のほか、元気アップひろばなどで
実践演習も行っていきます。

夏休み！
特別企画

参加者
募集!

上田地域広域連合
発足10周年記念事業

　平成２０年５月上田地域広域連合議会臨時会は、５月２３日に上田市丸子地域自治センター４階議場において開催さ
れました。
　今臨時会では、上田市議会選出議員の改選に伴い上田地域広域連合議会議長の選挙が行われ、丸山正明議員が新
たに議長に就任しました。
　また、上田地域広域連合副広域連合長の選任など２件の議案が提出されました。
　同意された議案などについて、以下のとおりお知らせします。

子育て支援サポーター養成＆スキルアップ講座開講トピックス トピックス

　花岡利夫東御市長が上田地域広域連合副広域連合
長に選任されました。

上田地域広域連合副広域連合長の選任について

　外山愷議員が監査委員に選任されました。

上田地域広域連合監査委員の選任について

　上田地域広域連合議会議員のうち上田市議会選出
議員１３名及び青木村議会選出議員1名の改選があり
ました。
　上田地域広域連合議会議員の皆さんは次のとおり
です。（敬称略）

議　長 丸山　正明
副議長 栁澤　旨賢

上田地域広域連合議会議員

議会代表者会 保健福祉委員会総務委員会

座　長 外山　　愷 （上田市）
 深井　武文 （上田市）
 児玉　将男 （上田市）
 栁澤　旨賢 （東御市）
 山本　　悟 （青木村）
 原田　恵召 （長和町）
 宮島　祐夫 （坂城町）

委員長委員長 深井　武文 （上田市）
副委員長副委員長 山本　　悟 （青木村）
 竹花　静江 （上田市） 竹花　静江 （上田市）
 石川　好一 （東御市） 石川　好一 （東御市）
 堀　善三郎 （上田市） 堀　善三郎 （上田市）
 安藤　友博 （上田市） 安藤　友博 （上田市）
 栁澤　旨賢 （東御市） 栁澤　旨賢 （東御市）
 原田　恵召 （長和町） 原田　恵召 （長和町）
 外山　　愷 （上田市） 外山　　愷 （上田市）
 久保田由夫 （上田市） 久保田由夫 （上田市）
 安島ふみ子 （坂城町） 安島ふみ子 （坂城町）

委員長 児玉　将男 （上田市）
副委員長 町田　千秋 （東御市）
 土屋　孝雄 （上田市）
 内堀　勝年 （上田市）
 池上喜美子 （上田市）
 荻原　利幸 （東御市）
 古見正八郎 （青木村）
 西沢　逸郎 （上田市）
 柳澤　貞司 （長和町）
 金井　忠一 （上田市）
 宮島　祐夫 （坂城町）

副広域連合長
花岡　利夫

新しく選任された方々

議　　長
丸山　正明

監査委員
外山　　愷

NPO法人子育て応援団ぱれっと
宮尾代表の話しを聞く受講者

5月23日に開催された臨時会本会議の模様
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広域連合では「地域医療対策」について、次のような活動を展開しています。広域連合では「地域医療対策」について、次のような活動を展開しています。

◆構成市町村「地域医療対策連絡会議」における調査研究内容について
　この連絡会議の発足については前号でお知らせしましたが、「緊急に取　この連絡会議の発足については前号でお知らせしましたが、「緊急に取
り組むべきこと」「中長期的に取り組むべきこと」のふたつに分けて検討をり組むべきこと」「中長期的に取り組むべきこと」のふたつに分けて検討を
行っています。
　特に、緊急に取り組むべき対策として、長野病院産婦人科の医師の確　特に、緊急に取り組むべき対策として、長野病院産婦人科の医師の確
保、医師の定着化を最優先事項として位置付け、併せて地域で医師を守る保、医師の定着化を最優先事項として位置付け、併せて地域で医師を守る
ための取り組みや、関係大学などへの財政的支援の方策について研究をための取り組みや、関係大学などへの財政的支援の方策について研究を
重ねています。
　また、長野県とも歩調を合わせたいとして、衛生技監（医師確保対策室　また、長野県とも歩調を合わせたいとして、衛生技監（医師確保対策室
長）を交え、県の医師確保対策に関する情報を提供いただくとともに、長長）を交え、県の医師確保対策に関する情報を提供いただくとともに、長
野病院問題の今後の対応について助言をいただいています。野病院問題の今後の対応について助言をいただいています。
　中長期的な取り組みとしては、昨今の産科女性医師の増加傾向を踏まえ、女性の勤務医が働きやすい労働条件・　中長期的な取り組みとしては、昨今の産科女性医師の増加傾向を踏まえ、女性の勤務医が働きやすい労働条件・
職場環境の整備や、産科医師の育成を目的とした修学資金制度などについて、協議を行っています。職場環境の整備や、産科医師の育成を目的とした修学資金制度などについて、協議を行っています。

◆ 関係機関への要請活動等について
　正副広域連合長（構成市町村長）による要請等の活動に関しましては、長野県及び中心市の上田市とも連携しなが
ら、平成20年１月３０日には「厚生労働省」への陳情を行いました。また、４月１４日には、長野病院を所管する「独立行
政法人国立病院機構」に対し、長野病院の産科病棟の維持継続と麻酔医師の確保などについて、要請を行っています。
　さらに、５月２８日には「昭和大学」を訪問し、長野病院産科医師派遣継続の要請を行いました。
　同大学においては、８月以降、医師全員の引揚げの予定であったものを、当面の間、全員の引揚げは行わない方
針であることを決定いただきました。長野病院に残る医師の数や派遣継続期間については、今後同病院と昭和大
学との間で調整が行われる予定です。

上田地域広域連合施設見学ツアー
～広域連合のお仕事って何だろう～

　上田地域広域連合は今年度で１０周年を迎えました。その記念事業として、いつもはあまり
見ることのない「上田地域広域連合」の各施設めぐりをはじめ、上田創造館での模型作りなど、
次の日程で見学・体験ツアーを企画しました。大勢の皆さんの参加をお待ちしております。

夏休み！
特別企画

参加者
募集!

開催日： ８月１日（金）
 午前８時３０分から午後４時（終了予定）
日　程： 午前／ 清浄園【施設見学、説明ほか】、上田ク

リーンセンター【ごみの搬入状況、ごみピットの
見学、分別学習ほか】、東御消防署【救助工作車
等見学、ＡＥＤの使い方の講習ほか】
昼食／ 地ビールレストラン（東御市）
午後／ 上田創造館【プラネタリウム投影、裏側
を見学。動く模型づくり（水陸両用プロペラ船）】

参加対象 ： 上田市、東御市、長和町、青木村の小中学生とその家族
募集人数 ： 55名
参 加 費 ：５００円（大人、子供同額。保険代含む）
申 込 み ： 参加希望者は7月7日㈪～18日㈮までに参加者

氏名、年齢、住所、電話番号、学校名を明記の上、
  EメールまたはFAXにて申し込んでください。
申 込 先 ： 上田地域広域連合  企画課FAX:４２-６７４０
  　 webmaster@area.ueda.nagano.jp
問合せ先 ： ☎0268-４３-８８１８

上田地域広域連合
発足10周年記念事業

トピックス トピックス

上田地域広域連合副広域連合長の選任について

上田地域広域連合監査委員の選任について

上田地域広域連合議会議員

議会代表者会 保健福祉委員会総務委員会

　6月14日、東御中央公園第一体育館で「第3回元気アップひろば」が開催され、218人が参加しま
した。当日は参加者を魅了したMr.カズキのジャグリングショーを皮切りに、親子うんどうあそびやプ
レイバルーンあそび、けん玉やおて玉など様々な遊びが行われました。また、就園前の子どもとその
保護者を対象に交流や情報交換を目的とした「おさなごひろば」も同時開催され、イベントをとおし
て親子、世代、地域を越えた交流がなされました。「おさなごひろば」は9月8日（月）に上田創造館で
も開催します。大勢の皆さんのご参加をお待ちしております。

異世代交流イベント「元気アップひろばin東御」盛大に開催

高一輪車で火の付いた3本の棒を
投げ取る技を披露する Mr.カズキ

上田クリーンセンター

  　 webmaster@area.ueda.nagano.jp
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週末の理科室

上田創造館上田創造館イベント情報����������
参加しよう パソコン教室

折り紙教室
～七夕飾りを作る。
折ったり、切ったり～
7月19日㈯ 10:00～12:00
1F 第4・5研修室
参加費300円
当日会場で受付します

きり絵教室 ～きり絵の基礎から学ぶ～
9月3日㈬、17日㈬、10月1日㈬、15日㈬
水曜日4回コース9:30～11:30
定員15名　参加費1,000円　締め切り8月28日㈭

蔵書票づくり教室
「木版」8月25日㈪　「ステンシル」9月5日㈮
両日10:00～16:00
お電話でお申し込みください。

文化講演会「新おもろ左右記帳」城田 孝一郎氏
7月20日㈰ 開場13:00 開演13:30 終演予定15:00
1F文化ホール　入場無料　定員500名
信州美術会会長が、大黒・恵比寿・神社のこま犬・鳥居・床の間
を語る。問い合わせ先：東信（上小）美術会事務局 ☎26-6161

～Story～
　突然の竜巻に巻き込まれ、星空の国へ飛ばさ
れてしまったドロシー、ライオン、カカシ、ブリキ
のキコリと出会い、それぞれの願いを叶えるた
めに、力をあわせて困難を乗り越えていきます。
はたしてみんなの願いは叶うのでしょうか…。

●今日から始めたい初心者向け

●使ってみたいデジタルカメラ

●連続中高年パソコン講座　第3弾!!

●始めたい･･･、インターネット

身近な科学や天体など、楽しく・面白く体験しましょう。

7月 9月
花粉を観察しよう 黒耀石の観察

モーターを使った工作

参加費無料
お気軽に

ご参加ください!

プラネタリウム新番組のご案内

夏の星座と
オズのまほうつかい
● 投影日時
 毎週土曜日 13:30～
  15:00～
 日曜日･祝日 11:00～
  13:30～
  15:00～
● 料　　金
 一般 260円／高校･大学生 210円
 小･中学生 110円（団体割引あり20名以上）
※土曜日は上田市・東御市・長和町・青木村の小中学生
 と保護者（小中学生1名につき保護者1名）は無料

プラネタリウム新番組のご案内

【イベント内容】 ●きれい！折染め ●影絵で遊ぼう
●ヤッホーからくり絵本を作ろう ●ブーメラン作り ●分光器を作って虹の色を見よう
●小さなおもしろ科学館 ●おもちゃ病院 ●おもしろおもちゃ ●センサーで遊ぼう 

不思議を体験できる参加型イベントです。
地元の高校生や、大学生の皆さんと一緒に
実験や体験をして、ふしぎを楽しみましょう。
ちびっ子から大人まで楽しめます。

事前の申し込みは不要です

科学って
おもしろい！

入場
無料

第第第88回回
2008.８.5火・6水

10:00～15:30　
上田創造館全館

びっくり体験

偏光マジック

スーパ
ーボー

ル作り

パソコン教室の定員はそれぞれ24名です。開催日7日前に定員に達した場合
は抽選となります。（定員に達しない場合は、前日までお申し込み可能です。）

7月5日㈯  星空の散歩  参加費無料

夏の星座と神話 10:00～11:00  4Fプラネタリウム室
夏の星座の見つけ方を知り、こと座、わし座、はくちょう座
などにまつわる神話の世界を楽しみましょう。会場へ直接
お越しください。

星空観望会 19:30～21:30  屋上  天体観測室
季節の星座を確かめ、望遠鏡で木星などの惑星を観察しま
す。直接会場へお越しください。

そうきちょう

参加費無料

8月4日㈪～20日㈬
までの計17日間

宇宙航空研究開発機構（JAXA）　
研究・開発担当者

【主催】
㈶上田市地域振興事業団
上田創造館
上田地域広域連合
（ふるさと市町村圏基金の
　　　　事業の一部です。）

8月9日㈯ 10:00～12:00

8月10日㈰ 10:00～、 13:30～

8月4日㈪～20日㈬ 9:30～16:30

宇宙のふしぎを体験する参加型の実験教室。楽しく宇宙を体感しよう！ 
出演：山田ふしぎ（サイエンスコーディネーター）

宇宙シアター・開発最前線情報・
宇宙からみた私たちのふるさとなど

「発信！国際宇宙ステーション～きぼうが拓く宇宙への扉」
 「うえだ発！君が月へ行く日」

上田創造館上田創造館イイベイベイ ント情報

入場無料

トークショー
サイエンスショー
各回先着500名です
お電話でお申し込みください

講  演

展  示

トークショー

サイエンスショー 「宇宙の不思議を体験しよう」
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週末の理科室

☎0268-23-1111　ホームページでもご覧いただけます▶http://www.area.ueda.nagano.jp/sozokan/上田創造館イベント情報 お問い合わせ・お申込は　

参加しよう 気軽に始めてみませんか… パソコン教室 超初心者からビジネス活用まで

折り紙教室
～七夕飾りを作る。
折ったり、切ったり～
7月19日㈯ 10:00～12:00
1F 第4・5研修室
参加費300円
当日会場で受付します

きり絵教室 ～きり絵の基礎から学ぶ～
9月3日㈬、17日㈬、10月1日㈬、15日㈬
水曜日4回コース9:30～11:30
定員15名　参加費1,000円　締め切り8月28日㈭

蔵書票づくり教室
「木版」8月25日㈪　「ステンシル」9月5日㈮
両日10:00～16:00
お電話でお申し込みください。

文化講演会「新おもろ左右記帳」城田 孝一郎氏
7月20日㈰ 開場13:00 開演13:30 終演予定15:00
1F文化ホール　入場無料　定員500名
信州美術会会長が、大黒・恵比寿・神社のこま犬・鳥居・床の間
を語る。問い合わせ先：東信（上小）美術会事務局 ☎26-6161

～Story～
　突然の竜巻に巻き込まれ、星空の国へ飛ばさ
れてしまったドロシー、ライオン、カカシ、ブリキ
のキコリと出会い、それぞれの願いを叶えるた
めに、力をあわせて困難を乗り越えていきます。
はたしてみんなの願いは叶うのでしょうか…。

●今日から始めたい初心者向け
～インターネットも体験できる～
はじめてのパソコンゆっくり2日
❶7月9日㈬、10日㈭ 13:00～15:30　❷8月19日㈫、
20日㈬ 9:30～12:00　　受講料【各回】2,000円
～パソコン基礎Step1～～パソコン基礎Step1～
文字入力上達教室
❶7月15日㈫ 9:00～11:30　❷8月29日㈮ 9:30～12:00
受講料【各回】1,000円
～見栄えのするチラシに挑戦～
ワードで作ろうPOPなちらし
7月23日㈬ 9:30～12:00　受講料1,000円

●使ってみたいデジタルカメラ
～知って得する・撮ってキレイ～
デジタルカメラ超初心者編
8月25日㈪ 9:30～12:00　受講料1,000円、テキスト代530円
～パソコンできれいに補正・加工したい～
デジタルカメラ写真加工編
7月8日㈫ 18:30～21:00　受講料1,000円、テキスト代530円

●連続中高年パソコン講座　第3弾!!
～NHK趣味悠々で大好評！佐々木博監修中高年のパソコン手習い塾から～
楽しもう!デジタル写真
7月17日㈭、24日㈭、31日㈭、8月7日㈭
毎週木曜日4回コース9:30～12:00(全4回）
受講料4,000円、テキスト代別途1,365円
◆ワードのあらゆる機能を使って、デジタル写真入りの作品を作ります。
楽しもう！パソコン
8月27日㈬～10月15日㈬ 毎週水曜日全8回コース
9:30～12:00　受講料7,000円、テキスト代別途1,365円

●始めたい･･･、インターネット
～最新事情のネットとメールを先取り～
インターネットとメール活用週末2日間
7月19日㈯、20日㈰ 13:00～15:30
受講料2,000円、テキスト代別途530円

身近な科学や天体など、楽しく・面白く体験しましょう。

7月 9月
花粉を観察しよう
●●12日12日㈯  9:30～11:30  4F／科学実験室
●小中学生とその保護者対象 ●先着20名 ●締め切り7月9日㈬
野草の花粉や花粉管の成長を観察し、デジカメで撮影します。

蚕の飼育　信大の繊維学部から今年も蚕がやってきます。
●28日㈪～8月6日㈬頃まで  9:00～17:00  1F／民俗資料館
蚕の幼虫から繭になるまで観察できます。

パソコンキッズ　夏休みの自由研究　「題材／かいこ」
～どうやって調べるの？ 調べの進め方～
●29日㈫  10:00～11:30  4F／パソコン室・図書館・蚕飼育場所
●小学生対象 ●先着15名
実際にかいこの飼育を観察し、それに関する資料をインターネット
で検索したり、百科事典などでも調べるなど進め方を勉強します。

黒耀石の観察
●●6日6日㈯㈯  9:00～12:00
　長和町和田峠
●小中学生（保護者）・一般
●締め切り8月27日㈬
おもしろ科学少年団と合同で長和
町方面の鉱物を観察・採取します。　

モーターを使った工作
●13日㈯  9:30～11:30  科学実験室
●小中学生（保護者）定員20名 ●締め切り9月10日（水）　
モーターを使って動く物を作ります。

参加費無料
お気軽に

ご参加ください!

科学少年団活動（5月17日 化石採集より）

なお、定員が決められている理科室もあるのでご注意ください。

プラネタリウム新番組のご案内

夏の星座と
オズのまほうつかい
● 投影日時
 毎週土曜日 13:30～
  15:00～
 日曜日･祝日 11:00～
  13:30～
  15:00～
● 料　　金
 一般 260円／高校･大学生 210円
 小･中学生 110円（団体割引あり20名以上）
※土曜日は上田市・東御市・長和町・青木村の小中学生
 と保護者（小中学生1名につき保護者1名）は無料

【イベント内容】 ●きれい！折染め ●影絵で遊ぼう
●ヤッホーからくり絵本を作ろう ●ブーメラン作り ●分光器を作って虹の色を見よう
●小さなおもしろ科学館 ●おもちゃ病院 ●おもしろおもちゃ ●センサーで遊ぼう 

不思議を体験できる参加型イベントです。
地元の高校生や、大学生の皆さんと一緒に
実験や体験をして、ふしぎを楽しみましょう。
ちびっ子から大人まで楽しめます。

事前の申し込みは不要です

科学って
おもしろい！

入場
無料

2008.８.5火・6水
10:00～15:30　
上田創造館全館

びっくり体験

偏光マジック

スーパ
ーボー

ル作り

パソコン教室の定員はそれぞれ24名です。開催日7日前に定員に達した場合
は抽選となります。（定員に達しない場合は、前日までお申し込み可能です。）

7月5日㈯  星空の散歩  参加費無料

夏の星座と神話 10:00～11:00  4Fプラネタリウム室
夏の星座の見つけ方を知り、こと座、わし座、はくちょう座
などにまつわる神話の世界を楽しみましょう。会場へ直接
お越しください。

星空観望会 19:30～21:30  屋上  天体観測室
季節の星座を確かめ、望遠鏡で木星などの惑星を観察しま
す。直接会場へお越しください。

そうきちょう

参加費無料

8月4日㈪～20日㈬
までの計17日間

宇宙航空研究開発機構（JAXA）　
研究・開発担当者

【主催】
㈶上田市地域振興事業団
上田創造館
上田地域広域連合
（ふるさと市町村圏基金の
　　　　事業の一部です。）

8月9日㈯ 10:00～12:00

8月10日㈰ 10:00～、 13:30～

8月4日㈪～20日㈬ 

宇宙のふしぎを体験する参加型の実験教室。楽しく宇宙を体感しよう！ 
出演：山田ふしぎ（サイエンスコーディネーター）

「発信！国際宇宙ステーション～きぼうが拓く宇宙への扉」
 「うえだ発！君が月へ行く日」

入場無料

トークショー
サイエンスショー
各回先着500名です

講  演

展  示

トークショー

サイエンスショー 「宇宙の不思議を体験しよう」
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私たち介護相談員が訪問しています。
～安心してサービスをご利用いただくために～

介護相談員とは？

● 　★ 　◆

問い合わせ先：介護障害審査課 ☎43-8813

● ◆
● ◆
● ◆
★ ◆

● ◆
● ◆
★ ◆
★ ◆

● ◆
● ◆
● ◆
★

● ◆
● ◆
★ ◆
★ ◆

● ◆
● ◆
★ ◆

　上田地域広域連合では、平成10年度に策定いたしました「上田地域広域連合ごみ処理広域化計画」に基づき、
資源循環型施設（統合ごみ処理施設及びリサイクルプラザ）の建設に向けて取り組んでいます。
　上田地域（坂城町、東御市北御牧地区を除く）の燃やせるごみの搬入量は、平成19年度実績で年間44，388
トンです。平成14年度以降は、右の棒グ
ラフのとおり、地域住民の皆様のご協力
により、減少傾向が続いております。
　施設建設にあたっては、処理能力を必
要最小限にしたいと考えておりますので、
今後とも3Rの推進（ごみの発生抑制・
再使用・再資源化）を行なっていただく
とともに、意識を高め、排出を抑制する取
り組みをお願いいたします。
　上田地域の今後の目標として、平成22
年度までに平成12年度実績（50,330
トン）に対して、20％のごみの減量を推進
していきます。

●燃やせるごみの搬入量の推移と減量目標

●燃やせるごみの減量化、資源化の推進
　上田、丸子、東部の各クリーンセンターに排出される
ごみの内訳は、右の円グラフのとおりになります。
　内訳を見ると、紙・布類と厨芥類（生ごみ）の割合が
多く、全体の６６％を占めていますが、これらのごみは、
資源化や堆肥化の取り組みを進めていくことにより、
減少することができます。
　日ごろからごみの減量化に関心をもっていただき、ご
みの発生抑制（ノーレジ袋等）など、実践できることは
積極的に行い、ごみの減量化に努めましょう。

紙・布類
●種類ごと分別し、燃やせるごみとしてではなく資源物
として排出することにより再資源化が図られており
ますので引き続きご協力をお願いいたします。
●各クリーンセンターでは、事業所において排出される
紙やダンボールなど（事業系資源紙ごみ）の搬入を規
制し、古紙のリサイクル業者へ持ち込んでいただくな
どの方法により、再資源化を推進しています。

厨芥類（生ごみ）
●各市町村では生ごみの堆肥化を推進するため、生ご
み処理機器等の購入に対する補助金制度がありま
すので、お住まいの市町村へお問い合わせいただ
き、ご活用をお願いいたします。
●「事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物の
再生利用等を行うことにより、その減量に努めなけ
ればならない」こととされておりますので、発生抑制
を推進し、減量化の取り組みをお願いいたします。

上田地域のごみ問題を考える
～循環型社会を目指して～

燃やせるごみの処理の現状と今後の目標連載
No.1

50,000

40,000

30,000

20,000

10,000

0
14年度 15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 22年度

目標

51,432 50,398 48,32248,322 47,04847,048 45,354 44,388
40,264

3クリーンセンター合計（トン）

燃やせるごみの内訳

※3クリーンセンターとは
　上田、丸子及び東部クリーンセンターです。

３クリーンセンターの合計（Ｈ17～Ｈ19の3ヵ年平均）

※乾燥状態での
　割合（％）

問い合わせ先：ごみ処理広域化推進室 ☎43-8818

ちゅうかい

ちゅうかい

ごみの
組成割合

紙・布類
44.0％

その他
2.1％

木・竹類
19.0％

プラスチック類
7.9％

不燃物類 5.0％

平成22年度目標：40,264トン

厨芥類
22.0％

ちゅうかいるい

お知らせ

問い合わせ先：企画課 ☎43-8818
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私たち介護相談員が訪問しています。
～安心してサービスをご利用いただくために～

介護相談員とは？
　上田地域広域連合では、下記に記載している37ある施設（介護老人
福祉施設12施設・介護老人保健施設7施設・認知症対応型共同生活介
護（グループホーム）18施設）へ定期的に介護相談員を派遣しています。
　介護相談員は、施設利用者やその家族などから苦情や不満等を聞い
たり、相談に乗ったり、また施設の状況を見ながら施設職員と意見交換やたり、相談に乗ったり、また施設の状況を見ながら施設職員と意見交換や
提案を行い、安心してより良いサービスを利用していただくことを目的提案を行い、安心してより良いサービスを利用していただくことを目的
に活動していますので、お気軽にご相談ください。

●…介護老人福祉施設　★…介護老人保健施設　◆…認知症対応型共同生活介護（グループホーム）…認知症対応型共同生活介護（グループホーム）

問い合わせ先：介護障害審査課 ☎43-8813

羽 田 　 　 忠

池 内 美 恵 子

 は  た    た だし

 い け  うち  み  え  こ

小 林 　 經 子

内 堀 　 節 子

 こば  やし   つ ね  こ

うち  ぼり   せ つ  こ

中 村 　 秀 夫

齋 藤 　 幸 子

 な か  むら   ひ で  お

 さ い  とう   さち  こ

塩 崎 　 紘 徳

上 原 　 昌 子

 しお  ざき   ひろ  のり

 うえ  はら   まさ  こ

西 澤 　 留 男

平 賀 　 妙 子

 にし  ざわ   とめ  お

 ひら  が   た え  こ

相　談　員 訪　　問　　施　　設

●別所温泉長寿園（上田市別所温泉） ◆グループホーム塩田（上田市中野）
●ローマンうえだ（上田市殿城） ◆グループホームうえだはら敬老園（上田市上田原）
●ケアポートみまき（東御市布下） ◆グループホーム豊里（上田市芳田）
★ケアホーム上田（上田市中野） ◆ほのぼのホーム（東御市布下）

●しおがわ敬老園（上田市塩川） ◆グループホーム北大手（上田市中央西）
●徳寿荘（上田市平井） ◆上田病院赤松の家（上田市中央）
★チェリーガーデン（上田市保野） ◆グループホーム御姫尊（東御市祢津）
★ハーモニック東部（東御市祢津） ◆グループホーム桃源郷（東御市祢津）

●うえだ敬老園（上田市中央） ◆グループホームぼうやま敬老園（上田市中央）
●フォーレスト（東御市常田） ◆グループホームフォーレスト（東御市常田）
●ラポートあおき（青木村田沢） ◆グループホームラポートあおき（青木村田沢）
★御所苑（上田市御所）

●アザレアンさなだ（上田市真田町長） ◆曲尾グループホーム（上田市真田町傍陽）
●ちいさがたの家（東御市祢津） ◆中原グループホーム（上田市真田町本原）
★ほのぼの（上田市住吉） ◆真田グループホーム（上田市真田町長）
★ケアまるこ（上田市上丸子） ◆菅平グループホーム（上田市菅平高原）

●室賀の里（上田市上室賀） ◆認知症高齢者グループホーム梨ノ木荘（上田市大屋）
●ともしび（上田市下武石） ◆グループホームにしうち敬老園（上田市西内）
★依田窪老健いこい（長和町古町） ◆グループホーム和田（長和町和田）

　上田地域広域連合では、平成10年度に策定いたしました「上田地域広域連合ごみ処理広域化計画」に基づき、
資源循環型施設（統合ごみ処理施設及びリサイクルプラザ）の建設に向けて取り組んでいます。
　上田地域（坂城町、東御市北御牧地区を除く）の燃やせるごみの搬入量は、平成19年度実績で年間44，388
トンです。平成14年度以降は、右の棒グ
ラフのとおり、地域住民の皆様のご協力
により、減少傾向が続いております。
　施設建設にあたっては、処理能力を必
要最小限にしたいと考えておりますので、
今後とも3Rの推進（ごみの発生抑制・
再使用・再資源化）を行なっていただく
とともに、意識を高め、排出を抑制する取
り組みをお願いいたします。
　上田地域の今後の目標として、平成22
年度までに平成12年度実績（50,330
トン）に対して、20％のごみの減量を推進
していきます。

●燃やせるごみの搬入量の推移と減量目標

●燃やせるごみの減量化、資源化の推進
　上田、丸子、東部の各クリーンセンターに排出される
ごみの内訳は、右の円グラフのとおりになります。
　内訳を見ると、紙・布類と厨芥類（生ごみ）の割合が
多く、全体の６６％を占めていますが、これらのごみは、
資源化や堆肥化の取り組みを進めていくことにより、
減少することができます。
　日ごろからごみの減量化に関心をもっていただき、ご
みの発生抑制（ノーレジ袋等）など、実践できることは
積極的に行い、ごみの減量化に努めましょう。

紙・布類
●種類ごと分別し、燃やせるごみとしてではなく資源物
として排出することにより再資源化が図られており
ますので引き続きご協力をお願いいたします。
●各クリーンセンターでは、事業所において排出される
紙やダンボールなど（事業系資源紙ごみ）の搬入を規
制し、古紙のリサイクル業者へ持ち込んでいただくな
どの方法により、再資源化を推進しています。

厨芥類（生ごみ）
●各市町村では生ごみの堆肥化を推進するため、生ご
み処理機器等の購入に対する補助金制度がありま
すので、お住まいの市町村へお問い合わせいただ
き、ご活用をお願いいたします。
●「事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物の
再生利用等を行うことにより、その減量に努めなけ
ればならない」こととされておりますので、発生抑制
を推進し、減量化の取り組みをお願いいたします。

燃やせるごみの処理の現状と今後の目標連載
No.1

3クリーンセンター合計（トン）

燃やせるごみの内訳

※3クリーンセンターとは
　上田、丸子及び東部クリーンセンターです。

３クリーンセンターの合計（Ｈ17～Ｈ19の3ヵ年平均）

※乾燥状態での
　割合（％）

問い合わせ先：ごみ処理広域化推進室 ☎43-8818

ちゅうかい

ちゅうかい

ごみの
組成割合

その他
2.1％

プラスチック類
7.9％

不燃物類 5.0％

平成22年度目標：40,264トン
おひめそん

とうげんきょう

お知らせ

　「信州上田地域トレッキングマップ」の修正版が発行されました。マップは、トータルマップ（全
体図面と各コースの説明、温泉施設等を掲載）が1部、上田地域を千曲川でAゾーンとBゾーン
の2つに分け、各コースの詳細図面を明記した図面が2部の計3部です。この冊子を見た多くの
方は、「上田地域にはこんなに多くのトレッキング、散策場所があるんだ。」とビックリします。地図
を見ているだけでも楽しいので、ぜひご覧ください。また、インターネットからもすべての散策箇
所を見ることができますので、「トレッキングナビ」を入力し検索してみてください。
　パンフレットは上田市役所（各自治センター含む）、東御市役所、長和町役場、青木村役場、坂
城町役場の各観光課へどうぞ。 問い合わせ先：企画課 ☎43-8818

トレッキングマップを持って（里）山へ行こう！！トレッキングマップを持って（里）山へ行こう！！

6 7広報上田広域  Vol.27  2008年7月



森の
マリオネット

������������

●上田市●東御市●青木村●長和町●坂城町上田地域広域連合広報紙

������
����年�月うえだ広域

2008
親子ふれあいトレッキング開催

発行▶上田地域広域連合 企画課 〒386‐0404 長野県上田市上丸子1612 印刷▶株式会社アオヤギ印刷
TEL:0268‐43‐8818 FAX:0268‐42‐6740
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自然にある木の葉や木の実を思
い思いの形で創作したカルタ。
見ているだけで楽しくなります。

アイスブレイクゲーム（初対面
の人と緊張を解きほぐすための
ゲーム）。写真は各 「々牛、白樺、
草」となり、掛け声とともに移動
するゲームで参加者の歓喜の声
が館内中に響き渡りました。

http://www.area.ueda.nagano.jp/ http://www.ueda-trenavi.jp/

環境にやさしい大豆インクを使用しています
●再生紙を利用しています

クリッ
ク

上田地域のトレッキング場所は
「トレッキングナビ」で検索！

ようこそ上田地域広域連合の
ホームページへ
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クイズに答えて上田地域の特産品を当てよう！
　地域住民の皆さんに地元特産
品の味を知ってもらうため、上田
地域に関するクイズに正解した方
の中から、抽選で５人の方に地域
の特産品をプレゼントします。

　別所温泉では毎年恒例の雨乞いのお祭りである「岳の幟」が開催されます。
岳の幟は国の重要無形民俗文化財となっており、室町時代から始まり約500
年も続いているお祭りで、長野冬季オリンピック閉会式でも披露されました。
　数十本の色とりどりの反物と竹竿でできた長さ約6メートルもの幟をかつ
ぎ、夫神岳山頂から別所神社までの温泉街を笛や太鼓の軽快なリズムに合わ
せて練り歩きます。お問い合わせは上田市役所観光課☎22-4100㈹まで。

　上田電鉄別所線「別所温泉駅」を過ぎ、風情ある温泉街の入り口、北向観
音を背に細路を進んでいくと安楽寺に到着します。安楽寺八角三重塔は、安
楽寺の一番奥にあり、眼前に広がる檜や杉を見ながら本堂を過ぎて登ってい
くと、迫力ある姿で皆さんを出迎えてくれます。八角三重塔は、鎌倉末期の建
立で、木造（1289年伐採の檜を使用）の八角塔としては全国で一つしかな
いという大変貴重な建築で、長野県では一番早く「国宝」に指定されました。
　一見、四重塔に見えますが、実は一番下の屋根は裳階と呼ばれ、「ひさし」に
あたるものがついているとのことから、三重の塔と言われています。また、頂
上には九つの輪のついた柱である「相輪」が天高くそびえ立ち、各層の屋根
の下には、華やかな「木組み」がぎっしり組まれているのが特徴で、多くの方
がその姿に時間を忘れて見入ってしまうほどです。
　このほか、安楽寺八角三重塔の近くには別所温泉をはじめ、常楽寺、常楽
寺美術館、北向観音など数多くの観光地があり、見どころが満載です。温泉に
浸かりながら、信州の鎌倉をゆったりと堪能してみてはいかがでしょうか…。

【応募方法】
はがきに、①クイズの答え、②住所、③氏名、④年齢、⑤電話
番号⑥広報紙の感想をご記入のうえ、7月31日（木）必着で
応募してください。たくさんのご応募お待ちしております。

【応募先】
〒386-0404　上田市上丸子1612
上田地域広域連合「広報紙ふるさとプレゼント」宛

当選者の発表は発送をもってかえさせていただきます。
いただいた個人情報は商品の発送のみに使用します。

安楽寺八角三重塔の一番下の屋根は
ひさしにあたる「○○」と呼ばれています。す。す

国宝 安楽寺八角三重塔

イベント情報

安楽寺八角三重塔拝観料：大人 ３00円、 中学生以下 100円
問い合わせ先：上田市役所観光課　☎0268-22-4100㈹

※祭礼は午前4時30分から行われますが、ここでは8時から
の予定を掲載します。日影集会所付近8時発、石湯9時
頃、大湯10時頃、あいそめの湯11時頃、別所神社12時
頃の到着予定です。（時間は変更する場合があります。）

7月13日日岳の幟（たけののぼり）

第２回

ふるさと上田地域の「宝」を訪ねてうえだ
地域 歳時記

も こ し

そうりん

き　ぐ

問　題
　広報4月号のクイズの答えは今号掲載の『安楽寺 　　　三
重塔』でした。応募総数244通の中から、5人の方に、コンパ
ラジャム、みかえり漬（梅漬）、ヤーコン茶などを盛り込んだ「道
の駅あおき特産品詰め合わせ」（道の駅あおきで販売中）をお
送りしました。たくさんのご応募ありがとうございました。

八　広報4月号のクイズの答えは今号掲載の『安楽寺 　　　三八　広報4月号のクイズの答えは今号掲載の『安楽寺 　　　三　広報4月号のクイズの答えは今号掲載の『安楽寺 　　　三八　広報4月号のクイズの答えは今号掲載の『安楽寺 　　　三八　広報4月号のクイズの答えは今号掲載の『安楽寺 　　　三八　広報4月号のクイズの答えは今号掲載の『安楽寺 　　　三八　広報4月号のクイズの答えは今号掲載の『安楽寺 　　　三角　広報4月号のクイズの答えは今号掲載の『安楽寺 　　　三角　広報4月号のクイズの答えは今号掲載の『安楽寺 　　　三　広報4月号のクイズの答えは今号掲載の『安楽寺 　　　三角　広報4月号のクイズの答えは今号掲載の『安楽寺 　　　三角　広報4月号のクイズの答えは今号掲載の『安楽寺 　　　三

（ふるさと上田地域の「宝」を訪ねてをよく読んでね）

上 田 市
別所温泉

ご

おがみ

日影集会所付近日影集会所付近日影集会所付近日影集会所付近日影集会所付近
午前8:00頃午前8:00頃午前8:00頃

安楽寺八角三重塔道順
岳の幟順路

石湯石湯
9:00頃9:00頃

大湯大湯
10:00頃10:00頃

別所神社別所神社
12:00頃

上田電鉄別所線上田電鉄別所線上田電鉄別所線上田電鉄別所線
別所温泉駅別所温泉駅別所温泉駅別所温泉駅

卍安楽寺

●●
北向観音北向観音北向観音北向観音北向観音

あいそめあいそめ
の湯の湯
11:00頃

国宝八角三重塔

湯川

N
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