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上田地域広域連合施設
見学ツアー開催
8月1日、上田地域広域連合施設見学ツアーが開催され、小
中学生と保護者の計７９名が参加しました。当広域連合の10周
年記念事業として企画され、いつもはあまり見ることのない清
浄園、上田クリーンセンター、東御消防署の各施設を見学し、上
田創造館では工作づくりを行いました。参加した多くの方は、
「各施設が私たちの生活に密着していることが分かり、大変勉
強になりました。」
と話していました。
（関連記事4ページ）

青木村
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※各市町村広報紙 10 月号掲載数。

※このイラスト図面は、当広域連
合発行の「トレッキングマップ」
を使用しています。
（縮尺、
距離
等は正確ではありません。）

汚泥が肥料となる説明（清浄園）

中央制御室（上田クリーンセンター）

水陸両用プロペラ船工作（上田創造館）

上田地域広域連合の

主な施設

今回のツアーではこのうちの4カ所
（ 1 〜 4 ）をバスでまわりました。

1 上田創造館
2 清浄園（し尿処理施設）
3 上田クリーンセンター
4 東御消防署

11 上田地域広域連合事務局

AED操作体験（東御消防署）

（総務課、企画課、介護障害審査課、
会計室、ごみ処理広域化推進室）

5 上田勤労者福祉センター 12 依田窪斎場
6 上田中央消防署

13 丸子クリーンセンター

7 大星斎場

14 依田窪南部消防署

8 上田南部消防署

15 上田東北消防署

9 川西消防署

16 東部クリーンセンター

10 丸子消防署

17 真田消防署

救助工作車の説明（東御消防署）※ウインチで物を引張るデモンストレーション

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

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

ようこそ上田地域広域連合の
ホームページへ

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！
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市町村消防広域化の動向についてのお知らせ
県では消防体制の整備・確立を図るため、県消防広域化推進計画に基づい
て、県内に１４ある消防本部を東北信エリアと中南信エリアの２つの消防本部
体制とする広域化を推進しております。本年9月には、
東北信地域の消防の広
域化について調査研究及び協議をするための機関である「消防広域化研究
協議会」の設立準備会が開催されました。
今後は、消防広域化研究協議会を10月に設置し、以下のとおり順次協議を
進めていく予定です。

「 消 防 広 域 化 研 究 協 議 会 」の 概 要につ い て

岳北広域行政組合消防本部
北信

長野市消防局

消防本部

須坂市

北アルプス
大北
広域連合

消防本部

長野

千曲坂城消防組合

消防本部

消防本部

上田地域
広域連合

上小

松本広域連合
消防本部

木曽
広域連合

岳南広域
消防組合

消防本部

松本
諏訪

佐久

消防本部

佐久
広域連合

消防本部

木曽
上伊那
●構成団体について
諏訪広域連合
消防本部
東北信地域の32市町村
（右図表参照）
南信州広域連合
伊那消防組合
飯田広域
●協議事項について
消防本部
消防本部
飯伊
（１）
消防の広域化に関する事項
伊南行政組合
（２）
消防の広域化に向けた各種事務事業等の調査研究に関する事項
消防本部
（３）
その他消防の広域化に関し必要な事項
●想定スケジュールについて
（目安）
〈長野県の消防本部の現状（平成19年4月1日現在）〉
平成20年10月
消防広域化研究協議会の設置
エリア
市町村数
人 口
面積（㎢） 消防本部数
平成21年度末まで 消防広域化基本方針の決定
32市町村 約107万
東北信 (9市、
7消防本部
5,051
12町、
11村)
7千人
平成22年度末まで 広域消防運営計画の策定
49市町村 約110万
平成24年度
新広域消防体制スタート
中南信
8,510
7消防本部

(10市、
14町、25村)

2千人

※上記内容については、
協議により変更となることもあります。
なお、消防団は広域化の対象ではなく、従来どおり市町村ごとの設置となります。情報等詳細が分かり次第、皆様にご報告します。

消防法の改正により、新築住宅については、平成18年6月1日に火災警報器の設置が義務
付けられています。既存住宅についても、平成21年5月31日までに設置してください。皆さ
んの生命と財産を守るためにも、ぜひ早めに取り付けてください。

火災から大切な生命を守るために、住宅用火災警報器を設置しましょう。
●死者の約9割は住宅火災で発生！
！
平成19年中の建物火災による死者のうち、住宅火災による死者数は90.6％を占めています。
●死者の約5割は逃げ遅れによるもの
平成19年中の住宅火災による死者の発生状況をみると、逃げ遅れが最も多く、全体の51.4％を占めています。

子供の寝室

設置場所

煙式の警報器を設置してください。

寝室

階段

２階に寝室がある場合には、階段
にも煙式の警報器を設置してくだ
さい。

お年寄りの寝室

煙式の警報器を設置してください。

煙式の警報器を設置してください。

キッチン

設置義務はありませんが、設置が
望まれます。
キッチンに設置をする場合は熱式
の警報器を設置してください。

平成18年6月1日より前に建てられた住宅については、平成21年5月31日までに設置してください。
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119 番通報についてのお願い
みなさんから、
１１９番通報が入電すると、
まず私たちは『火災』か『救急』
『どこに出動すればよいか』、
『どんな状況なのか』
かを確認します。そのあと、
をお聞きします。みなさんは、
次のことを私たちに教えてください。

●自宅などの固定電話から通報している場合
→ 住所と目標になる建物など。
●携帯電話から通報している場合
→ 今あなたがいる市町村名と目標になる建物など。
●火災の場合 → 何が燃えているか、負傷者や逃げ遅れがいるか。
●救急などの場合 → 誰が、どんな状況なのか。
「そんなに長く話していたら、到着が遅くなるんじゃない？」
と、みなさんは心配するかもしれませんが、場所が分かった
時点で消防車や救急車は出動しています。
通報する時はあわてずに落ち着いて、
私たちの質問にお答えください。答えていただいた内容は、出動した隊員が現場
消防無線や車載電話で伝えられます。
でスムーズに活動できるよう、通信指令室から重要な情報として、

「サイレンを鳴らさないで来て欲しい」とお願いがありますが・
・
・
みなさんから救急車の出動要請を受けるとき、
こんなお願いをされることがあります。
消防車や救急車は、一刻も早く災害現場に到着できるよう、緊急走行で現場に駆けつけます。緊急走行時には一般車両
と交通事故を起こさないよう、災害現場に到着するまで赤色回転灯を回し、サイレンを鳴らして走行するよう法律で定め
られています。サイレンが聞こえてきたら私たちに分かるよう、手を振って
（夜間は懐中電灯を点けて）合図してください。
ご理解、
ご協力をお願いします。

「どこに電話すれば、災害発生の情報を提供してくれるの？」
１１９番通報で、
「火事はどこだ?」
と問い合わせを受けることがあります。
１１９番は火災等の災害発生や救急車の出動
問い合わせなど他の目的で使用することはできません。
要請など、緊急事態を通報するための回線ですので、
火災等の災害発生状況は、住民案内ダイヤル（0268）26-0065、26-0085で随時案内していますので、
ご利用く
ださい。(混雑時はかかりにくいことがあります。）
問い合わせ先 消防本部（警防課）☎26-0119

皆さんへお願い

救急車を呼ぶ前に、あわてないで。
本当に救急車が必要ですか？
救急出動件数は、年々増加しています。でも、
「救急車
で行けば早く診てもらえるから。」など、安易な考えで利
用される方も少なくありません。
救急車は、ケガや病気などで緊急に病院へ搬送する
必要がある傷病者のためのものです。

命にかかわる傷病者が救急車を待っています!
本当に救急車を必要とする人のために、ご理解とご協力をお願いします。
●住宅用火災警報器、その他のお問い合わせ先
上田中央消防署…☎26-0019
丸子消防署…☎42-0119

上田南部消防署…☎38-0119 上田東北消防署…☎35-0119
真田消防署…☎72-0119
東御消防署…☎62-0119

川西消防署…☎31-0119
依田窪南部消防署…☎68-0119
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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。

◆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
この連絡会議の研究経過については前号の広報でお知らせしましたが、
「緊
「中長期的に取り組むべきこと」のふたつに分けて、引き
急に取り組むべきこと」
続き検討を重ねています。
特に、緊急に取り組むべき対策として、病院勤務医師、中でも長野病院産婦人
科の医師の確保、医師の定着化を最優先事項として掲げ、県衛生技監（医師確
保対策室長）の助言をいただきながら、一方では、首都圏に本社を置く民間コン
「産科・小児科勤務医師獲得」に向けた実践
サルティング会社の専門家を招き、
検討を進めています。
的な戦略について、
また、広域連合では、長野病院に対し、医師の確保・定着化に関する財政的な支援を行うこととし、具体的な内容
確認作業を進めている状況です。
を決定するため、現在、同病院の意向・要望について、

◆関係機関への要請活動などについて
７月２８日に「ボイス８１地域会議」が上田合同庁舎で開催され、県からは知事、副知事以下、課題関係の所管部
長が出席される中、母袋連合長が《産婦人科医師確保に向けた「長野県アクションプラン」の策定について》と題
より実践的なプランをま
し、長野病院をはじめ、産婦人科医師の不足に悩む県内基幹病院への支援対策について、
とめるよう提案を行いました。

◆広域連合正副連合長会・広域連合議会が地域医療先進地を視察
正副連合長会（構成市町村長）及び広域連合議会の行政視察において、地域医療対策について下記のとおり視
察を行いました。概要は次のとおりです。
●正副連合長会の視察
とうがね

あいざん

「千葉県立東金病院」
（院長：平井愛山氏）
を訪問し、地域内における医療連携（わかしお医療ネットワーク）他
についてお聞きしました。また、同病院と歩調を併せた活動を展開している「ＮＰＯ法人地域医療を育てる会」
（理事長：藤本晴枝氏）
と懇談し、
病院の勤務医師を育てる市民活動についてお尋ねしました。
●広域連合議会の視察

かわばた

広域連合議会の議員視察では、岐阜県にある「国立病院機構長良医療センター」
（産科医長：川鰭市郎氏）
を
訪ね、
同センターが取り組みを進めている
「総合周産期医療※注」
について視察を行いました。
それぞれ報告をいただきました事例につきましては、地域医療対策連絡会議においても内容を検証し、今後
の医療政策に活用していきたいと考えています。

※注：周産期医療とは…妊娠22週から出生後7日目までの赤ちゃんと
お母さんの健康を守るための総合的な医療を言います。

上田地域広域連合施設見学ツアーで感じたこと ❶
参加者の皆さんからいただいた感想文の一部を抜粋して掲載します。今号は表紙地図

クリーンセンター

ごみ問題

上田クリーンセンターは2度目でした
が、すごいと驚いたことがいくつかありま
した。
１つ目はごみピットにたまったごみを
クレーンで運ぶ重さが１ｔ以上もあること
です。
２つ目は、煙突から出ているのは、
煙
ではなく水蒸気が出ているということで
（炉）が２つあ
す。
３つ目は、燃やすところ
り、中の温度が９００度もあることです。今
日1日でいろいろなことが学ぶことがで
き、
すごくよかったと思いました。

上田クリーンセンターでの見学は、毎日ごみを出して
いる私や子供たちにとって、
とてもよかったと思います。
ごみ袋を購入し、
ごみを入れ、
ごみステーションに置いて
しまえば後は知らん顔というのが当たり前になっていると
思います。自分の捨てたごみがどのように処理されてい
るのか、現場を見るとごみを捨てる時に少しでもごみを減
らす気持ちが持てると思います。不燃ごみのリサイクル
も、もっとできればいいですね。子供から「これは可燃ご
み？ 不燃ごみ？」
と聞かれて答えられない時もあるので、
今後も親子でごみ問題に取り組んでいきたいです。

瀧沢 綾花さん
（上田市）
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の上田クリーンセンターです。
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瀧沢 貴子さん
（上田市）

〜循環型社会を目指して〜

上田地域のごみ問題を考える No.

2

連載 上田地域広域連合における減量化・資源化の取り組み
●紙類の資源化 〜焼却せず再資源化へ〜
上田、丸子、東部クリーンセンターでは、事業所から
（事業系資源紙ご
排出される書類やダンボールなど
み）
の搬入を規制しています。
この取り組みは、資源となる紙ごみを焼却するので
はなく、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。
また、古紙のリサイクル業者への持ち込み料金は、
各クリーンセンターの焼却手数料と同等程度もしくは
安価で処理することが可能となっています。
取り組みをはじめた、平成１７年度以降は、減量化及
び再資源化が確実に推進されています。
＜グラフ右＞

（トン）

50,000

燃やせるごみ搬入量・事業系ごみ搬入量及び減量化率の推移

48,322

47,048

45,354

44,388

前年度比
3.6％減

前年度比
2.1％減

13,833

13,490

前年度比
2.8％減

前年度比
12.5％減

前年度比
2.5％減

17 年度

18 年度

19 年度

前年度比
2.6％減

40,000
30,000
20,000

16,278

10,000
0

16 年度

15,818

燃やせるごみ搬入量（トン）

内事業系ごみ搬入量（トン）

●クリーンセンターからのお願い 〜分別ルールの徹底を〜
各クリーンセンターでは、定期的に内容物検査を実
施し、適正に排出されているかどうか確認をしていま
＜写真右＞
す。
るい

ちゅうかい

プラスチック、厨芥
排出されるごみの中には、紙類、

類
（生ごみ）
などが多く含まれています。
お住まいの市町村のごみの分別ルールをしっかりと
守り、資源化や減量化に積極的に取り組んでいただく
ことで、燃やせるごみの搬入量が減少し、施設を維持
するための経費の節減、焼却炉への負荷を軽減及び
焼却灰等の減少から最終処分場の延命化が図られ、
私たちの地球環境を守ることにつながります。
問い合わせ先：ごみ処理広域化推進室

☎43-8818

「職員による内容物検査の様子」 場所：上田クリーンセンター

資源循環型施設関連については、
広域連合のホームページでお知らせしています。http://www.area.ueda.nagano.jp

トピックス

上小スポーツレクリエーション祭 08が2カ所で盛大に開催
上小スポーツレクリエーション祭 08実行委員会によるイ
ベントが、8月31日は上田市依田窪プールで「依田窪プール
まつり」、9月7日は青木村総合グランド他で「あおきむらで
遊ぼう！」が開催されました。
「依田窪プールまつり」では、
519名が参加し、パン食い競争やカヌー体験、バナナボート
など元気一杯に水と戯れていました。
「あおきむらで遊ぼう」
では、546名が参加し、魚のつかみ取りやノルデックウオー
ク、移動動物園など多くの方が自然と触れ合っていました。
次回は、平成21年1月11日に上田市の市民の森でスケート
（詳細は次号に掲載します）
等を予定しております。
たわむ

バナナボートではみんなが大はしゃぎ！

広域連合議会に
お出かけください
広域連合議会定例会が10
月22日㈬9:30〜、24日㈮
13:30〜丸子地域自治セン
ター4階議場で開催されま
す。議会は公開で行われてお
り、傍聴することができます
ので、お気軽にお出かけくだ
さい。
詳細事項はお問い合わせく
ださい。総務課☎４３-８８１１
広報うえだ広域

Vol.28 2008年10月

5

上田創造館 イベント情報
10月の催しのご案内
講演

第11回星に親しむ夕べ

天文講演会 & 星空観望会

ひら

月のふしぎ〜かぐやが拓く〜
さかもと

せいいち

講師：阪本 成一先生（JAXA宇宙科学研究本部対外協力室教授）
19:00〜（開場18:30）
10月18日
4Fプラネタリウム室 参加費無料 先着120名
2007年9月14日、月周回衛星「かぐや（SELENE）」は「月の起源と進化の解明」を目指し、種子島宇宙センターから
H-IIAロケットで打ち上げられました。それから間もなく一年、お茶の間のテレビに届けられた感動的な月から見る
「地球の出」。あの映像を届けてくれた かぐや の秘密や月の ナゾ について分かりやすくお話していただきます。

講演会終了後、星空観望会でお楽しみください

20:30〜21:30 屋上 天体観測室（雨天･曇天の場合、プラネタリウム投影)
上田創造館講師陣で贈る
パソコンってこんなことができるの？
損はさせない！驚きの2時間（パソコン体験付）

パソコンで生活いきいき! 実演
10月8日㈬ 13:30〜15:30
参加費無料
4Fパソコン室（人数によっては、場所を変更）
パソコンが使えるようになったら何に役に立つの？
インターネットって何ができるの？
ショッピング・薬の調べ方・料理レシピなど生活に役立つ使い
方を実演。※事前にお申込みください。
（当日直接参加可）

「信州デジくら」
お宝情報発信。

特別講師：前川道博氏（長野大学企業情報学部准教授）
10月21日㈫ 13:30〜15:45 参加費500円
インターネットにパソコンや携帯から、写真投稿を実践し、
SNSを体験するコースです。長野県が運営する
『信州デジ
を使って、あなたの自慢「食」を発信。
くら』
連続中高年パソコン講座

第5弾!!

今さら聞けない。

中高年のためのパソコン出直し塾
耳慣れない用語や思いがけない動き。誰でもつまずく所は
一緒です。順番に解決していきましょう。
10月15日㈬〜11月12日㈬（毎週水曜日全5回）
13:30〜15:45 受講料5,000円
10/15 困った時の備忘録の作り方と
パソコン画面の印刷の仕方
10/22 早い正しい文字変換
10/29 ファイル検索と印刷
11/5 心地よいメールのルール
11/12 パソコン設定を残す
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星空の散歩

プラネタリウム

秋の星座と星空動物園
毎週土曜日 13:30〜／15:00〜
日曜日･祝日 11:00〜／13:30〜／15:00〜
一般260円／高校･大学生210円／小･中学生110円
※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

週末の理科室 お気軽にご参加ください!

参加費
無料

楽しい万華鏡づくり
10月25日㈯ 9:30〜11:30 4F 科学実験室
昔から親しまれている万華鏡をつくります。
※小中学生とその保護者20名
（小学校高学年以上なら
子供だけでも可）
※10/22㈬までにお電話または
FAXでお申し込みください。

秋の星座と神話

参加費無料

10月18日㈯ 10:00〜11:00
4Fプラネタリウム室
どなたでも参加できます。秋の星座の見つけ方を知り、
星座にまつわる神話の世界を楽しみます。
※当日4Fで受付します。直接会場へお越しください。

伝承あそび

参加費無料

10月12日㈰ 13:30〜
内容●むかしあそびを楽しもう！
持ち物●お手玉、コマなどある方はお持ちください。

休館日のお知らせ 定期清掃のため10月6日 休館日です

お問い合わせ・お申込は

☎0268-23-1111

上田市立図書館上田創造館分室からのお知らせ

開館時間／平日 9:00〜18:00、土曜・日曜日・祝日 9:00〜17:00
休館日／毎週月曜日・月末 10/1・6・13・14・20・27・31
上田市立図書館上田創造館分室 （直通）0268-27-1758

ホームページでもご覧いただけます
http://www.area.ueda.nagano.jp/sozokan/

11月の催しのご案内
蔵書票展

切り絵展

入場無料

11月16日㈰〜24日㈪ 9:00〜17:00
会場●エントランスホール
内容●木版・ステンシル蔵書票教室参加
者の作品と信州上田書票の会の皆さん
の作品展

折り紙教室

入場無料

星空コンサート

11月19日㈬〜24日㈪ 10:00〜16:30
11月28日㈮ 19:00〜（開場18:30）
（最終日は15:00まで）
内容●今回は「宮沢賢治の世界」を朗読
会場●コミュニティーホール（大）
と音楽で！
！
内容●切り絵教室と上田切り絵同好会の 参加費●1,0００円
皆さんの作品展
朗読●GOKU
体験教室●２２・２３・２４日１０:００〜／１４:００〜 ピアノ●中山涼子

週末の理科室 お気軽にご参加ください!

１１月２９日㈯
１０
：
００〜１２:００
会場●第四、五研修室
内容●クリスマス飾り
を折ろう
参加費●３００円

参加費無料

太陽の黒点観察

11月２２日㈯ １０
：
００〜１１
：
００
会場●天体観測室 対象●小中学生（保護者）
・一般（当日直接
会場へお越しください） 内容●天体望遠鏡で黒点を投影して
観察。雨天時はプラネタリウムで投影会

12月の催しのご案内
第22回上小地域 入場無料
小中学校児童生徒作品展

週末の理科室 お気軽にご参加ください!

12月13日㈯〜平成21年1月9日㈮
9:00〜17:00 内容●絵画・書道・立体作品など、
上小地域の子どもたちの作品を展示します。

折り紙教室

12月13日㈯ 10:00〜12:00
内容●お正月かざりを折ろう 参加費●３００円

星空観望会

12月13日㈯ 19:30〜21:00

パソコン教室

超初心者からビジネス活用まで

はじめてのパソコンゆっくり2日

10月16日㈭、17日㈮ 9:30〜11:30 受講料2,000円
●仕事に生きる！論理・統計・データべース・一般関数まで

Excel ④関数テクニック

10月16日㈭、17日㈮、23日㈭、24日㈮ 19:00〜21:00
受講料4,000円、テキスト代別途840円

文字入力上達教室

10月20日㈪ 9:30〜12:00

簡単!

書類作成教室

受講料1,000円

10月24日㈮ 13:30〜15:45 受講料1,000円
●インターネットで確かな情報を判断

ネット情報収集テクニック

10月23日㈭、30日㈭ 9:30〜12:00
受講料2,000円、テキスト代別途500円

パソコン教室▶11月

●インターネット・簡単に年賀状ができる

はじめてのパソコンゆっくり2日

11月7日㈮、14日㈮ 9:30〜11:30

受講料2,000円

キッズパソコン

12月６日㈯ ９
：
３０〜１１
：
３０
会場●4F 科学実験室
対象●小中学生（保護者）定員２０名
内容●和紙・ビニールの和凧や
洋凧を作って遊ぶ。
締め切り●12月３日㈬

クリスマスカード作りと
カレンダー体験
12月13日㈯ 13:00〜15:00
会場●１F エントランス
ホール●当日お気軽にご
参加ください。

上手なファイルの整理術

パソコンで年賀状シリーズ

●インターネットも体験できる

凧作り

●ファイル整理術と写真の整理（自動にファイル名をつける）

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。）

パソコン教室▶10月

参加費無料

11月25日㈫ 13:30〜15:45

受講料1,000円

●写真加工、イラスト挿入、印刷から仕上げまで
年賀状作りで習うワード&エクセル（5日間コース）
11月6日㈭〜12月4日㈭ 毎週木曜日（全5回）
9:30〜12:00 受講料5,000円
●年賀状STEP1 〜宛名印刷用の名簿を作る〜

住所録作成教室

11月10日㈪ 9:30〜12:00 受講料1,000円
●年賀状STEP2 WORDを使う!!

宛名印刷と差し込み印刷実践教室

11月17日㈪ 13:30〜15:45 受講料1,000円
●年賀状STEP3 〜年賀状に綺麗な写真やイラストで〜

デジタルカメラ写真加工

11月21日㈮ 9:30〜12:00
受講料1,000円、テキスト代別途530円

パソコンはじめての大人の塗り絵教室

11月13日㈭ 13:30〜15:45 受講料500円
●年賀状STEP4 完成

半日（2.5時間）で完成!!パソコンで簡単年賀状づくり

11月28日㈮ 9:30〜12:00
受講料1,000円、テキスト代別途490円
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上田地域のイベント情報 10月〜12月

イベント名（開催場所）

内

開催中〜11月30日 信濃の名工「山浦父子」真雄と兼虎（坂城町：鉄の展示館）
上旬
きのこ収穫祭（長和町：和田宿ステーション）

容

「山浦一門」創設者・山浦真雄・兼虎の作品を展示
直売所には新鮮なきのこが多数陳列

5日

ふるさと長和宿場祭り（長和町：和田宿・長久保宿周辺）

長和街道行列・物産展・音楽ライブ等の大イベント

10〜11日
11〜12日
12日

2008 上田地域総合産業展（上田城趾公園体育館ほか）
火のアートフェスティバル 2008
（東御市芸術むら公園）

自然とアートをテーマとした多彩なイベントが開催

荻原健司さんと一緒に歩くノルディックウォーキング（菅平高原）

荻原健司さんを迎えトークショー＆大抽選会あり

17日

ｎ上田 2008（上田映劇）
だんじゅり祭ｉ

落語家・立川談慶とザ・コンボイ瀬下尚人のライブ

19日

そば打ちの実演・試食。ダッタンソバの紹介や販売

23日〜11月9日

ダッタンそば収穫祭（長和町：そば処 黒耀）
2008 信州上田紅葉まつり（上田城跡公園、
上田市観光会館）

ライトアップ等イベント開催。11/8,9鉄砲隊等演出

23日〜11月9日

原田泰治の世界展ｉ
ｎ上田（上田創造館文化ホールほか）

原田泰治氏の作品展覧会、
トークショー等催し開催

25日

中山道秋の歴史探訪 下諏訪〜和田峠（受付：長和町観光協会）

講師を迎え、中山道下諏訪から和田峠を歩く

25日
25〜26日
25〜26日

にぎわい秋祭り2008絵本読み聞かせ＆ミニコンサート（坂城町コミュニティセンター） 作家・志茂田景樹氏と「よい子に読み聞かせ隊」の共演
紅葉、ソフトクリームやトラクター乗車体験をどうぞ
長門牧場 収穫祭（長和町：長門牧場）
バラエティーに富んだ5コースを歩く
第 7 回真田幸村ロマンウォーク（上田城跡駐車場芝生広場）

企業、学生が優れた製品・技術・情報・研究を発信

25〜26日

第 11 回民話フェスティバル inうえだ（旧西塩田小学校体育館）

25〜26日

メディアランドUEDA 秋まつり（上田市：マルチメディア情報センター） ビデオ上映会、野外料理、ペーパークラフトなど

26日

第 19 回ともしびの里駅伝大会（上田市：武石地域内コース）

上旬

新そば祭り（長和町：信州立岩和紙の里・和田宿ステーション）

1日

秋穫祭 2008（上田市 水辺プラザ 川の駅）

1〜3日
3日

信州上田眞田丸プロジェクト〜信州上田眞田博〜（上田市中心市街地） 俳優石倉三郎氏料理＆トークショー他イベント開催
第 25 回砥石・米山城まつり（上田市砥石・米山城登山口駐車場） 米山伝説の実演、舞台の演技鑑賞など

8〜9日

うえだ城下町映画祭（上田市文化会館）

15〜16日
15〜16日

武石新そば祭り（武石観光センター）

地元のそば打ち名人の皆さんがそば打ちを実施

青木村産業祭 2008（道の駅あおき）

新そば祭り（16日）、汁物・新米等地元特産品の即売

23日

海野宿ふれあい祭り（東御市：海野宿）

時代仮装行列、花嫁道中、人力車等宿場町を再現

下旬（予定）

湯の丸スキー場オープン（湯の丸高原スキー場）

パウダースノーのゲレンデでシュプールを描こう!

上旬（予定）

エコーバレースキー場、ブランシュたかやまスキーリゾートスキー場ＯＰＥＮ 晴天率８０%の当スキー場で今季も楽しもう

6日
中旬

菅平高原スキー場オープン（菅平高原スキー場）

大抽選会・豚汁食べ放題などのイベントあり

市民の森スケート場オープン（市民の森スケート場）

当日は無料開放

29〜2月中旬

氷灯篭夢祈願（上田市丸子：鹿教湯温泉）

文殊堂周辺に200個の氷灯ろうが飾られる風物詩

売店や自衛隊音楽隊などのイベントもあり
新そばを使ったそばを美味しく楽しむ
「道と川の駅」の紹介と防災をテーマに開催

特集上映：神山監督、昭和、上田ロケの作品等

とうろう

上田市役所 ☎２２-４１００
上田市丸子地域自治センター ☎４２-３１００
上田市真田地域自治センター ☎７２-２２００

落語、語り、朗読、紙芝居、手遊び、展示など

上田市武石地域自治センター ☎８５-２３１１
青木村役場 ☎４９-０１１１
東御市役所 ☎６２-１１１１
坂城町役場 ☎８２-３１１１
長和町役場 ☎６８-３１１１ ※日程や詳細については、上記市町村（観光課）等へお問合せください。

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。

問 題（広報をよく読んでね）
① 上田地域広域連合の
主な施設は○ヵ所あります。
② 燃やせるごみの搬入量（H19）は
前年度比○％減となりました。
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【応募方法】
はがきに、①2つのクイズの答え、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、10月27日（月）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。
も こ し

広報7月号のクイズの答えは
『 裳階 』でした。応募総数
188通の中から、5人の方に、
自家製酢味噌、
そのまんま えり
んぎ、辛子しめじ漬物、
きのこ４品などを盛り込んだ「株式会社
深山（塩田）のきのこ特産品（深山で販売中）」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。
しんざん

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

TEL:0268‐43‐8818 FAX:0268‐42‐6740
E-mail:webmaster@area.ueda.nagano.jp

印刷▶株式会社アオヤギ印刷
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

