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area U.E.D.A
●世帯数：5,808世帯
●人 口：16,211人
●面 積：53.64㎢
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坂城町

● 上 田 市● 東 御 市● 青 木 村● 長 和 町● 坂 城 町

夏だ!夏休みだ!!プールだ!!! CONTENTS
〜いつもと違うプールで楽しむ夏〜

夏の暑い季節がやってきました。手短に「どこへ遊び
に行こうか？」と思った時、一番身近で手ごろな所の一
つとしてプールがあります。そこで、今回は上田地域に
あるプール（屋外のみ）のご紹介をします。いつもと違
うプールに行ってみるのもいかがでしょうか。プール
で楽しんだ後も近くの公園やいろいろな施設、お店な
どにも行ってみると新しい発見があるかも!?

上田城跡公園プール

上田市
上 田 城 跡 公 園 内 に あ り、緑 多
く、静 か な 雰 囲 気 の プ ー ル。
50mプ ー ル（9コ ー ス）と 小 児
用プールが併設されています。
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青木村

目次

上田地域のごみ問題を考える
上田創造館イベント情報
広域連合議会5月臨時会開催
トピックス

長和町

上田地域合計
●世帯数：83,614世帯
●人 口：220,080人
●面 積：958.98㎢

上田地域のイベント情報
クイズに答えて特産品を
当てよう

※各市町村広報紙 7月号掲載数。

東御市

東御中央公園市民プール

50mプール（9コース）、流水プール（1周
120m）、ス ラ イ ダ ー プ ー ル、子 ど も・幼
児プールと色々楽しめます。
浅間

東部・湯の丸IC

サン

ライ

ン

至上田駅

上田市自然運動公園プール

加沢西

青木村

青木村営プール

公認50mプール（9コース）、流水プール
（1周約220m）、幼児用プール（2種）、ス
ライダープール（2連）と楽しみ方色々。

50m競泳プール7コース、流
水プール、子どもプールがあ
り、ファミリーでもOK。

上田市
自然運動公園
プール

長野大学

143

大学前駅

青木村営
プール

青木村
くつろぎの湯

所在地●上田市下之郷乙935 営業期間●7月
1日(水)〜8月31日（月） 利用時間●午前の部9:00〜12:00、午後の部13:00〜16:00
料金●高校生以上280円、小・中学生130円、未就学児無料 TEL●0268-38-6200

依田窪プール

所在地●青木村大字田沢3267 営業期間●7月19日(日)〜8月中旬まで※7月21日㈫〜
7月24日㈮は休業 利用時間●9:00〜16:30（午前午後入替）
料金●おとな（高校生以上）200円、子ども（中学生以下）100円 TEL●0268-49-2224

上田市
50mプ ー ル（9コ ー ス）、流 水
プール（1周約120m）、スライ
ダ ー プ ー ル（高2連、中1連）、
幼児用プールがあります。

254

小屋坂
トンネル

レク
上小スポーツ

リエーション

祭「依田窪プー

ル祭り」

丸子文化会館
152

腰越上
丸子クリーンセンター

至長和町

依田窪プール

所在地●上田市腰越418-3 営業期間●6月27日(土)
午後〜8月30日（日） 利用時間●午前の部9:00〜12:00、午後の部13:00〜16:00
料金●高校生以上300円、小・中学生100円、未就学児無料 TEL●0268-42-6249

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

ようこそ上田地域広域連合の
ホームページへ

青木村役場

至沓掛温泉

至丸子

至平井寺トンネル

143

至上田市

工科短期
大学校

上田市民水泳記録会の風景

東御市民病院
至小諸

所在地●東御市鞍掛205 営業期間●6月27日（土）〜8月30日(日)
利用時間●午前の部9:30〜12:30、午後の部13:30〜17:00 料金●大人300円（高校生
以上）、子供100円（3歳以上） 定休日●月曜日午前中のみ TEL●0268-62-0625

上田市

至上田市街

東御中央公園
市民プール
18

所在地●上田市二の丸3-15 営業期間●7月1日(水)
〜8月31日（月） 利用時間●午前の部9:00〜12:00、午後の部13:00〜16:30
料金●高校生以上120円、小・中学生60円、未就学児無料 TEL●0268-24-9814

至鹿教湯温泉

上信越自動車道
東御中央公園

至上田

上田市役所
本庁舎

別所線

●世帯数：2,667世帯
●人 口：7,177人
●面 積：183.95㎢

消防本部からのお知らせ

上田城跡
上田市民会館

至
バイパス

●世帯数：11,464世帯
●人 口：31,823人
●面 積：112.30㎢

●世帯数：1,744世帯
●人 口：4,848人
●面 積：57.09㎢

東御市
文化会館

景

東御市

上田市

上田城跡公園
プール

夏休みの風

●世帯数：61,931世帯
●人 口：160,021人
●面 積：552.00㎢

他にもこんなプールがあります
屋内プール
◎アクアプラザ上田(上田市)
◎ふれあいさなだ館（上田市）
◎クアハウスかけゆ（上田市）
◎ケアポートみまき温泉アクティブセンター (東御市)
◎ゆうふるtanaka（東御市）
◎長和町和田海洋センター（長和町）

ちびっこプールのみ
◎上田公園ちびっ子プール(上田市)
◎城下ちびっ子プール(上田市)
◎材木町ちびっ子プール(上田市)

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

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！

ク
クリッ

報告

資源循環型施設建設候補地について

上田地域広域連合が計画を進めている資源循環型施設（統合ごみ処理施設及びリサイクルプラザ）整備事業の候補
地として、平成19年5月25日に正副広域連合長会において、
「上田市東山地区自然運動公園隣接山林」を選定しまし
たが、地元である下之郷自治会と広域連合との話し合いの場が持てない状況にありました。
上田市に協力をいただき、施設建設の受け入れについてご理解をいただくよう対応を図ってまいりましたが、上田
市から同意を得ることが困難との報告を受け、平成21年5月11日
に開催した正副広域連合長会において検討した結果、「上田市東山
2009年
地区自然運動公園隣接山林」を資源循環型施設建設候補地として選
定することは断念することといたしました。
7月〜9月
今後は、新たな候補地の選定に向け手法や手順等について、構成
市町村と協議し、早期に方向性を出してまいります。
また、ごみの減量化については、減量化目標を設定し、構成市町村
においてさらなるごみの減量化を推進してまいりますので、皆様の
経過を説明する母袋連合長（左から3番目）
ご理解とご協力をお願いいたします。
左から羽田副連合長、花岡副連合長、宮原副連合長、事務局

上田地域のイベント情報

こうした状況から、ごみ減量化に向けた具体的な取組みについての再確認と、生ごみ処理の堆肥化について説明します。

●平成20年度の燃やせるごみの搬入量です
60,000
50,000
40,000

3クリーンセンターの搬入量
上田地域広域連合消防本部
からのお知らせ
（単位：ｔ）

上田、丸子及び東部の3クリーンセンター
の搬入量は平成20年度で42,920t/年で、
前 年 度 と 比 較 す る と1,468t/年（ 前 年 比
3.3%減）の減少になりました。
毎年皆様の減量、分別意識の高まりによ
りごみ量は減少されていますが、さらなる
ごみの減量化をお願いします。

さらなるごみ減量化にご協力を
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●ごみの出し方についてのお願い
燃やせないごみで回収したものは、リサイクル施設で選別等を行い、鉄類やプラスチック類等に分けて資源として
再利用していますので、ごみを出す際には、汚れを取って出してください。また、資源として回収されているびん、缶、
ペットボトル、プラスチック類等は、ゆすいだ後乾かしてから出してください。汚れているものは資源として再利用
できません。

●資源として出せる紙を燃やせるごみで出していませんか
紙類も汚れが付着しているものや、防水加工された紙（紙コップ、紙皿等）、金銀等の箔押しされた紙等はリサイク
ルできないものもありますが、資源となる紙類の多くが燃やせるごみとして排出されています。市町村ごとのルール
に従ったごみの分別をお願いします。詳しくは、お住まいの市町村へお問い合わせください。

窓あき封筒
窓が紙製のものとセロハンのも
のがありますので、紙製のものは
そのまま資源として、セロハンの
ものはセロハン部分を取り除いて
資源として出してください。

飲料用
紙パック

（牛乳パック等）
紙パックの内側
が銀色のものは、資源とし
て出せません。燃やせるご
みで出してください。

小さい紙片

（小さな菓子箱等）
資源として出せますので雑紙にはさ
んで出してください。菓子箱は厚紙と
して回収している所もありますので市
町村ごとのルールに従ってください。

小さな紙でも資源として出すことによりクリーンセンターでの焼却量が減量されます。
2
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〜循環型社会を目指して〜

上田地域のごみ問題を考える
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No.

●生ごみをたい肥化してみませんか
たい肥化の方法はいろいろあり、自分の家から出た生ごみを微生物によりたい肥化することが可能です。身近でで
きる土づくりをし、家庭菜園やプランターの花づくりなどに利用してみませんか。
電気処理機
▲

密閉式容器
▲

コンポスト
▲

▲ぱっくん

●生ごみをダンボールでカ・ン・タ・ン！たい肥化！「わくわくボックスぱっくん」の紹介

1

用意するもの

・ダンボール箱（ なるべく厚めでみかん
箱サイズが適しています）
・ふたを立てて、テープで四隅を止め、箱を深く
します。ダンボール箱の底にダンボールや新
聞紙を敷き、補強します。
・基材:ぱっくん1袋20ℓを入れます。
（ ピート
モスともみ殻くん炭を6:4の割合）
・別のダンボールでふたをつくります。
・容器の下に台になるもの（ 木片や小箱）を置
き、通気がよくなるようにします。
・スコップや木べら（ かくはんするためのもの）

4

そろそろ終了かな?

・基材の使用期間の目安は3ヵ月です。基
材がべとついてきたら終了です。
・終了した基材は、黒土と混ぜて1ヵ月くらい
寝かせてから、たい肥として利用しましょう。
家庭でたい肥として利用できない場合は、エ
コ・ハウスにお持ちください。
・基材を交換するときは、今まで使っていた基
材の半分くらい残しておくと、たい肥化が進
みやすくなります。

2

たい肥化の進め方

・生ごみは発生したつど、新しいものを入れます。
（ 溜めておいて腐敗したものは避けましょう）
・最初は1kg程の生ごみを投入します。
・生ごみは小さく切って入れた方が、分解が早まります。
・基材は20ℓ程度で作った場合の、生ごみの量は1日約
500gぐらいが目安です。

3

・生ごみを入れ、全体をよくかき混ぜ、空気を入れます。
（ 生ごみを入れない日もかき混ぜる）
・温度は40℃くらいが適温です。冬場は温度が上がりに
くいですが、徐々に分解します。
・温度が上がらない時は、使用済のてんぷら油、きな粉等
を少量入れます。逆に上がりすぎた場合は、風当たりの
良い所で冷やしましょう。
・水分が増えすぎたら、ふたを開けて水分を逃がしたり、
ピートモスを足したりします。乾燥している場合は、水
を少し足しましょう。
・箱は、室温15℃以上で、通気性の良いところに置きま
す。壁や床から5cmくらい離し、ビニールなどで覆わ
ないようにしましょう。

こんな時はどうするの?
1）なかなか、温度があがらない。
・最初の1 〜 2週間は、微生物の働きが弱く温度はあがりません。野菜だ
けだと温度はあがりませんが、それでもゆっくり分解します。
・米ぬかを2週間に一度くらい、ひと握り入れるのも効果があります。
2）臭いがでてしまった
・乾いたピートモスを入れて十分にかき混ぜまるか、風通しの良い所に
しばらく置きます。2,3日の間は生ごみを入れず、十分かき混ぜます。
3）カビや虫が発生してしまった
・表面に白カビが生えた場合は、よくかき混ぜます。虫が発生したら、使
用済てんぷら油を入れると温度があがり、虫が死んでしまいます。
※次号はコンポストを紹介する予定です。

管理の仕方

○ピートモス、もみ殻くん炭は、園
芸店や農協で購入できます。
（エ
コ・ハウスでは、20ℓ入り400円
で販売しています。上田市の方は
補助制度があります）
○たい肥化について詳しく知りた
い方は下記へお問い合わせくだ
さい

エコ・サポート21
☎0268‐23‐5144
上田市天神3‐11‐31
上田クリーンセンター内エコ・ハウス
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EVENT 上田創造館イベント情報
今年は、世界天文年。ガリレオ・ガリレイが初めて望遠鏡を夜空に向け、宇宙への扉を開いて400年目の節目の年
です。上田創造館では、この夏、天文に親しんでもらえるよう、星や宇宙に興味を持って親子で楽しめるイベントを
多数企画しました。お気軽にご参加ください。

望遠鏡が拓いた宇宙400年展

会場 屋上天体観測室
内容 春と夏の星座をたしかめ、望遠鏡で木星等を観望
します。 対象 どなたでも参加可。直接会場へお越しく
ださい。※雨天･曇天で観望できない時はプラネタリウム投影。
▲

料
入場無

7月18日(土)19:30 〜 21:30

▲

上田創造館世界天文年企画展示

星 空観望会

▲

世界天文年2009公認イベント
8月1日(土) 〜 8月26日（水）9:30 〜 17:00
▲ ▲

「ガリレオ望遠鏡の
レプリカ」展示

「部分日食」を楽しもう!
▲

7月22日（水）9:30 〜 12:30 会場 上田創造館
内容 部分日食の時間中、日食観察専用メガネを無料貸
出します。
創造館で劇的な天文ショーを楽しみましょう。
その他 事前申し込みは不要です。直接お越しください。
▲

▲

参加費無料

昆虫を調べてみよう

▲

▲

子供は天才一般公開講座(ちびっこ絵画・造形教室)

▲

▲

▲

▲

▲ ▲

会場 民俗資料館 内容 蚕の幼虫から繭になるまで
観察できます。 入場料 無料
▲

●7月25日(土)10:00 〜 11:30
内容 親子でTシャツに絵を描こう〜染料(アクリ
ルガッシュ )、絵の具で布に絵を描こう〜
対象 未就学児(3歳以上)とその保護者(先着20組)
持ち物 白のTシャツ 参加費 300円
申し込み 7月1日(水)より電話で受付開始
▲

●7月27日(月) 〜 8月6日(木)(予定) 9:00 〜 17:00

Vol.31 2009年7月

▲

▲

▲

蚕の飼育

広報うえだ広域

●7月18日(土)10:00 〜 12:00
会場 第4・5研修室 内容 七夕飾りを作ります。
参加費 300円 持ち物 作品を入れる袋 ※当日会場で受付します。
▲

▲

▲

科学実験室 内容 山里の昆虫や蝶を採集し
て保存の仕方を学びスケッチや写真に記録します。
対象 小中学生とその保護者(先着20名) 参加費 無
料 申し込み 7月15日(水)までに電話またはFAXで

参加
者
募集

折り紙教室
▲

●7月18日(土) 9:30 〜 11:30 会場 4F

▲

▲

▲ ▲

週末の理科室

7月25日(土)10:00 〜 11:00
会場 4Fプラネタリウム室
内容 夏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。 参加費 無料 対象 どなたでも
参加可。直接会場へお越しください。
▲

※7月11日(土)から夏の星座に入替わります

毎 週 土 曜 日 13:30 〜 /15:00 〜
日曜日･祝日 11:00 〜 /13:30 〜 /15:00 〜

夏 の星座と神話

▲

夏の星空と宇宙の姿を求めて〜天動説・地動説〜

上田市の条件

●

● ●

プラネタリウムが無料になります（9月27日まで）

しょくぶん

＊右記の食 分とはどれくらい欠けるかを
いいます。上田市の場合、約74%欠ける
ことになります。つまり3/4が月に太陽
が隠され、薄暗くなってしまうのです。
＊注意 部分日食は気軽
に観察できますが、日食
7月22日（水）
を肉眼で直接見ること
欠け始め/10:16
は絶対に避けてくださ
食最大/11:09
い。太陽の光と熱は非常に強いため、数 （食分0.741)
秒でも直接見つめると目を傷め、網膜
食終了/12:26
障害（「日食網膜症」と呼ばれ、症例が全
世界で報告されている）を起こすこともあります。サング
ラスなどで見るのも ×。
“ まぶしくない”＝“安全”は間違
いです。必ず観察専用器具をご使用ください。
●●●

●

射望遠鏡●国友一貫斎作望遠鏡
（上田市立博
物 館 蔵/滋 賀
県長浜市歴
史博物館蔵）
●江戸時代
にヨーロッ
復元・製作 杉田 彰司氏
パから輸入
（愛知県犬山市）
された反射
7月1日(水）〜 26日(日）
望 遠 鏡（ 長 野
市象山記念
上田創造館
館蔵）
1Fエントランス
●スバル望
遠鏡1/100（国立天文台三鷹キャンパス蔵）
●国立天文台初期の観測機器（天文時計など…）
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壮 大な天文現象ショー
▲

会場 上田創造館2F美術館
内容 ガリレオ・ガリレイが
望 遠 鏡 を 夜 空 に 向 け て400
年。望遠鏡の発明とその成果
が一挙に解明。日本人が初め
て製作した反射望遠鏡が、な
ぜ上田に？夏休みの自由研究
にもぜひお役立てください。
主な展示内容 ●日本最古の反

上田市上田原1640

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9：00 〜 22：00

0268-23-1111

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

お申込み・お問い合わせ ☎
ホームページでもご覧いただけます FAX.24-4100
http://www.area.ueda.nagano.jp/sozokan/

8月 4日

・5日 水

科学って
おもしろい！

火

地 元 の 高・大
学 生、地 域 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。

〜PM3：30

AM10：00

事前の申し込みは不要です

いっしょに作って遊びましょう！
●つくってあそぼう!!ストローグライダー
●プラバンでアクセサリー作り
●ワイングラスの振動と共鳴
●くるくるレインボー他
●ヤッホーくねくねスネークをつくろう

じっくり観てみよう！
●のぞいてみよう！デジタルの世界
●影絵っておもしろい
●プラネタリウム投影
〜夏の星座と宇宙の姿を求めて〜

おもしろい!みてみよう!

参加についてのお願い！

小学生低学年以下は必ず保護者同伴でお願いします。
混雑が予想されますので、公共交通機関、お車の乗り合
わせにご協力ください。

●おもちゃ修理とおもしろおもちゃ展示
●鉄道模型で電車体験

主催 （財）上田市地域振興事業団(上田創造館)
協力 長野県工科短期大学校・長野大学リーダーズクラブ・上田高等学校化学班・おもちゃの救究隊うえだ・上田市子ども情報誌ＹＡっＨ
Ｏ-編集委員会・信州急行Club・上田創造館活動団体（科学少年団、科学ボランティアグループ、大人の科学クラブ・サンデーサイエ
ンス、影絵クラブ）

超初心者からビジネス活用まで

定員は、全コース24名。対象は16歳以上、最少催行人数は5名です。開催日7日前に定
（定員に達しない場合は、前日までお申し込み可能です。）
員に達した場合は抽選となります。

7月

▲

パソコン教室

●〜インターネットも体験できる〜

パソコン教室

●〜インターネットも体験できる〜

はじめてのパソコン

Excel ②

活用テクニック

7月9日(木)、10日(金)、16日(木)、17日(金)19:00 〜 21:00

受講料4,000円

テキスト代

別途2,100円

●これからパソコンを始めてみたい方へ パソコンって何ができるの?

パソコンで生活いきいき!講座
7月15日(水)10:00 〜 11:30 受講料無料
●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

連続中高年パソコン講座

楽しもう!パソコン

7月15日(水) 〜 9月9日(水)＊8/12休み毎週水曜日13:30 〜 16:00
(全8回コース)受講料7,000円テキスト代1,365円

●〜パソコンできれいに補正・整理したい〜

デジタルカメラ写真加工と写真整理編
7月16日(木）13:30 〜 16:00 受講料1,000円テキスト代別途530円
●パソコン基礎Step1

文字入力上達教室
7月21日(火) 13:30 〜 16:00 受講料1,000円
●〜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夜間2日間
7月23日(木)、24日(金)19:00 〜 21:00

受講料2,000円テキスト代別途530円

●〜インターネットで楽々情報を入手〜

情報収集テクニック
7月25日(土)、26日(日)13:30 〜 16:00 受講料2,000円

ゆっくり2日

午前

8月20日(木)、21日(金) 9:30 〜 11:30 受講料2,000円
●仕事や論文発表にすぐ役立つ!プレゼンテクニック実践

PowerPoint実践セミナー

はじめてのパソコンゆっくり2日
7月9日(木)、13日(月) 9:30 〜 11:30 受講料2,000円
●〜仕事に生きる!グラフ・連携・データベースから印刷テクまで〜

8月

▲

パソコン教室

平日夜間4日間

8月20日(木)、21日(金)、27日(木)、28日(金) 19:00 〜 21:00

受講料4,000円

New

●

テキスト代別途

2,100円

パソコンで何ができるか体験したい!
7つのソフトを使ってみたい!

OAツールの活用よくばりパソコン塾3ヵ月コース（夜間）
8月25日(火) 〜 10月27日(火)

毎週火曜日

計10回

19:00 〜 21:00 全コース9,000円 テキスト代別途1,050円
それぞれのソフトのおおまかな特徴や活用方法を知り、情報をより効率よく
表現、伝達するかをトータルに学習します。

●パソコン基礎Step1

文字入力上達教室
8月27日(木)

秋の
運動会目前

9:30 〜 12:00

受講料1,000円

これからビデオ編集を始めたい方へ

パソコンでビデオ編集!実演

500円（先着15名）
8月29日(土) 13:30 〜 15:00
★パソコンでビデオ編集を始めたい、どんなことがで
きるか知りたい方のための実演です。
ビデオを記録して納得いくDVDを仕上げたい、そう考えて
いる皆様を対象にビデオ編集の実演と簡単相談会を開催しま
す。運動会シーズン前にどうぞ参考にしてくださ
い。秋にはビデオ編集講座を予定します。
（使用ソフト Adobe Premiere Elements ）

パソコン教室では、上記のほか毎月多くの教室を開催しています。詳しくは上田創造館ホームページ、創造館にあるチラシ、各市町村広報でお知らせし
ていますのでそちらをご覧いただき、お申し込みください。
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広域連合議会5月臨時会が開催されました
5月26日、上田市丸子地域自治センター 4階議場
において平成21年5月上田地域広域連合議会臨時
会が開催されました。
臨時会では、次の2件の議案が提出され、同意また
は原案どおり可決されました。
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。

上田地域広域連合副広域連合長の選任について
青木村長選挙において当選された宮原毅村長が上田地域広域連合副広域連合長に選任
されました。

上田地域広域連合議会会議規則中一部改正について
議会活動の範囲の明確化を図るため、地方自治法が改正されたことに伴い、上田地域広
域連合議会会議規則の一部改正を行いました。主な改正内容としては、議案の審査または
議会の運営に関し協議または調整を行うための場を「全員協議会」
「議会代表者会」と定め
るなどしたものです。

宮原

毅

副広域連合長

青木村及び坂城町議会選出議員の改選がありました
上田地域広域連合議会議員のうち青木村議会選出議員2名及び坂城町議会選出議員2名の改選がありまし
た。新たに選出された議員の皆さんは次のとおりです。
（敬称略）

●青木村議会選出議員
山本
堀内

●坂城町議会選出議員

陽一（総務委員会副委員長・議会代表者会議員）
富治（保健福祉委員会）

柳澤
林

澄（総務委員会・議会代表者会議員）
春江（保健福祉委員会）

トピックス

2009親子ふれあいトレッキング、青木村で開催
5月30日、毎年恒例の「親子ふれあいトレッキング」が青木村で開催され、親
子112人が参加しました。当日は朝から天気が不安定でしたが、参加者の気持
ちが通じて戸外で行うことができました。十観山のふもとの林道や雑木林の
中を珍しい草花や昆虫を探しながら歩き、昆虫を見つけては虫かごに入れて
観察していました。横手キャンプ場では、火おこしと蒸しパンづくりに挑戦。
こねて包んで楽しく、おいしくいただきました。虫のクラフトづくりも行い、
森にある木や木の実の素材を切ったり、削ったり、張り付けたりと思い思いの
作品を作っていました。信州昆虫資料館のご協力もあり、虫の標本などの施設
見学もしました。参加した方は「上田地域にはこんなすばらしいところがある
なんて知りませんでした。来年もぜひ参加したいです。」と話していました。

木の実に関係する話に聞き入る参加者

「元気アップおさなごひろばin丸子」盛大に開催
5月28日、「元気アップおさなごひろば」が長瀬市民センターにおいて
開催され、就園前のお子さんとその家族、地域の皆さん合わせて114人が
参加しました。会場では、わらべうたあそびやプレイバルーンあそび、おて
玉など様々な遊びが行われ、また、紙芝居やオカリナ・チェロ演奏などもあ
り、参加者はイベントをとおして親子、たくさんのお友達、地域の皆さんと
の交流がなされ、楽しい時間を過ごしました。次回の「おさなごひろば」は
7月14日（火）に上田創造館で開催します。七夕や星にちなんだイベント
を計画しておりますので、大勢の皆さんのご参加をお待ちしております。
プレイバルーンあそびで大人も子どもも大はしゃぎ （要事前申込。
チラシ、広域連合ホームページをご覧ください。）
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通信指令室からのお知らせ
119 番通報について
皆さんが、火災や交通事故、急病人が発生したときなどに119番通報
をすると、消防本部通信指令室につながります。
通信指令室は、消防通信指令装置というコンピューターシステムを使
2009年
用して、119番通報を聴取して、災害地点を確定し、消防車や救急車の出
7月〜9月
動指令を行う、いわば消防の管制塔です。
119番通報は、消防に緊急出動を依頼する電話が、1日平均約30件も
入電していますが、ここ数年、次のような119番通報が増えています。
皆さんも一緒に考えてみてください。

上田地域のイベント情報

病院の問い合わせ

指令員:119番消防です。
火事ですか?救急ですか?
通報者:そうじゃないんですが、今受
診できる病院を教えてくだ
さい。
指令員:119番は緊急回線ですので、
おそれいります
が最寄の消防署
へおかけなおし
ください。

災害の問い合わせ

指令員:119番消防です。
火事ですか?救急ですか?
通報者:今サイレン鳴ってますが、ど
こで火事ですか?
指令員:119番は緊急回線ですので、
おそれいりますが住民案
内 ダ イ ヤ ル26-0065、260085に お か
けなおしく
ださい。

消防本部の通信指令室

各種問い合わせ

指令員:119番消防です。
火事ですか?救急ですか?
通報者:田んぼの畦を焼きたいのです
が…。
指令員:119番は緊急回線ですので、お
それいりますがお近くの消防
署へおかけな
おしくださ
い。

上田地域広域連合消防本部からのお知らせ
どうですか?このように、安易に119番通報してくる方が多くいらっしゃいます。
本当に、消防車や救急車が必要な人からの対応が遅れてしまう可能性がありますので、119番
通報の適正な利用にご協力ください。
また、通信指令室では、老朽化してきた消防通信指令装置の機器を更新し、119番通報を受けて
から出動までの時間をより短縮するため、改修工事を行いました。
今後も、適切な管理に努め、119番通報による災害出動体制の万全を期してまいります。

さらなるごみ減量化にご協力を
上田地域広域連合職員募集のお知らせ

平成22年4月1日
採用予定日
試験の区分・種類・受験資格等
試験の区分 試験の種類
消防職

受験資格

必要書類
募集人員

昭 和59年4月2日 以 降
高等学校 に 生 ま れ た 方 で、継 続
若干名
卒業程度 して上小地区の市町村
内に居住が可能な者

※次のいずれかに該当する方は受験できません。
・日本国籍を有しない方
・地方公務員法第16条各号のいずれかに該当する方

受験申込
日
場
方

時

8月3日（月）〜 8月14日（金）
午前9時から午後5時まで
所 消防本部
（上田市大手2-7-16上田市消防会館2階）
法 受験者本人が必要書類を持参してください。
（郵送不可）土・日曜日も受け付けます。

●問い合わせ

消防本部総務課

①受験申込書（消防本部及び管内消防署にあります）
②履歴書（高等学校在学者は全国高等学校統一用紙を
使用してください。その他の方は消防本部・管内消防
署で配布するものを使用）
③80円切手貼付の定型封筒（規格/長形3号、受験者の
住所・氏名を記入）
※受験申込書及び履歴書は広域連合消防本部のホーム
ページからダウンロードしたものも使用できます。

第一次試験
日

時

9月20日（日）
午前8時受付開始、8時30分試験開始
場 所 消防本部（上田市消防会館3階）
※詳細は、広域連合消防本部のホームページ掲載の募集
要項をご覧ください。

電話26-0119（内線233）
広報うえだ広域 Vol.31 2009年7月
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うえだ

上田地域のイベント情報

歳時記

地域
7

2009

開

催

日

2009年

7月〜9月

イベント名(開催場所)

内

～ 7月下旬

こだまの森クラフトミュージアム
（上田市丸子：信州国際音楽村）

絵でみる「蚕都上田」
（入場無料）

容

～ 7月20日㈪

信州国際音楽村ラベンダー祭り’０９（上田市丸子：信州国際音楽村）

約8,500本がお出迎え。摘み取り有料。他無料イベント有

5日㈰〜 9/21土日祝のみ

美ヶ原ガイドウォーク（上田市武石：美ヶ原高原自然保護センター）

約2時間のコースをインストラクターが案内します

7日㈫〜 9月9日㈬「長和の夏」写真コンテスト

どなたでも参加できます。詳細はHP、情報館まで

中旬～ 8月（未定） ひめき夢コンサート
（長和町姫木平：エコーバレースキー場駐車場）

夏を彩るサマーコンサート

11日㈯

祢津祇園祭（東御市：祢津（東町・西宮））

昔からの伝統ある祇園祭

11日㈯・12日㈰

第28回 ラグビーフェスタ 2009 in 菅平（上田市:菅平高原サニアパークほか） ラグビークラブチームの交流試合、約50チーム参加

12日㈰

第505回岳の幟
（上田市：夫神岳〜別所温泉）

長青竹と反物を抱え練り歩く。子どもたちはささら踊りを

18日㈯

上田祇園祭（上田市：中央市街地ほか）

90もの子どもみこしや宮みこし、樽みこしなどが練り歩く

18日㈯

稲倉棚田ほたる火まつり
（上田市:稲倉棚田）

稲倉棚田をろうそくでライトアップします

18日㈯

田中祇園祭（東御市：田中商店街）

町内会のみこしがまちを練り歩く。毎年恒例の祇園祭

18日㈯・19日㈰

保野祇園祭（上田市：保野公民館・保野の塩野神社）

厄病退散と無病息災を祈願

18日㈯・19日㈰

第11回あじさい祭り
（上田市：塩田城跡一帯）

塩田城跡～あじさい小道には約3万株の「がくあじさい」が開花

25日㈯

第38回上田わっしょい
（上田市：中央商店街）

個性的な衣装で演奏に合わせて踊りを披露

26日㈰

生島足島神社祇園祭
（上田市：生島足島神社）

生島足島神社で行われる祇園祭

上田地域広域連合消防本部からのお知ら

8

2009

9

2009

31日㈮～ 8月2日㈰ UEDA JOINT 2009（上田市：上田城跡公園（芝生広場・本丸））

国内外の多彩なアーティストによる野外ライブ＆DJ

1日㈯

第25回真田まつり
（上田市真田町：真田運動公園及びその周辺）

鉄砲隊演武、みこし、キャラクターショー

1日㈯

青木村夏祭り（青木村：村内）

毎年恒例の夏祭り

1日㈯

第32回丸子ドドンコ
（上田市丸子：上丸子商店街）

丸子の夏の風物詩。みこしと踊りで大にぎわい

1日㈯

東御市民まつり～東御どすこいSUNSUN（東御市：田中商店街）

市民総参加の踊り連や各種イベント

1日㈯

町民まつり

毎年恒例の夏祭りです

5日㈬

第22回信州上田大花火大会
（上田市：千曲川河川敷）

約8000発の花火が夏の夜空を華やかに彩る

6日㈭～ 8日㈯

第51回信州上田七夕まつり
（上田市：海野町通り）

海野町商店街は歩行者天国。様々なイベントを開催

9日㈰

第14回信州爆水ＲＵＮin依田川（上田市：丸子総合グラウンド、依田川、内村川） 約800人の選手が川の中を激走。魚のつかみ取りも有り

14日㈮

第28回武石夏祭り
（上田市：武石地域自治センター周辺）

飛龍太鼓演奏、おどり、みこし等イベント盛りだくさん

下旬から

稲倉棚田案山子（かかし）まつり
（上田市：稲倉棚田）

稲倉棚田に約100体の案山子が並びます

23日㈰

黒耀石のふるさと祭り
（長和町：黒耀石体験ミュージアム周辺）

森の中のコンサートや縄文汁の振る舞いなど

13日㈰

サニアパーク10周年記念 藤田ランニングアカデミー（上田市：菅平高原サニアパーク） 藤田監督、野口みずき選手らによる陸上教室、講演会

19日㈯・20日㈰

巨峰の王国まつり
（東御市：東御中央公園）

さらなるごみ減量化にご協力を
坂城どんどん
（坂城町：横町・立町）

地元産巨峰の無料配布ほかイベント多数

24日㈭〜 27日㈰ 第22回JRラグビーフットボール全国大会（上田市:菅平高原サニアパーク） ＪＲグループ各社の社会人チームの交流試合
26日㈯・27日㈰

第2回菅平スカイライントレイルランレース＆アウトドアミーティング（上田市菅平高原） 菅平高原の山麓を走破する山岳マラソン大会ほか

27日㈰※予定

鹿教湯温泉

食・浴の秋まつり（上田市丸子：鹿教湯温泉交流センター） 地物を使った松茸鍋。松茸オークションも開催

上田市役所☎22-4100 丸子地域自治センター☎42-3100
真田地域自治センター☎72-2200
武石地域自治センター☎85-2311
東御市役所☎62-1111 青木村役場☎49-0111 長和町役場☎68-3111 坂城町役場☎82-3111※その他の詳細は、各市町村へお問い合せください。

クイズに答えて上田地域の特産品を当てよう!

（提供：上田地域観光協議会）
●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

●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、7月24日（金）必着で応募してください。

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。

問題 （広報をよく読んでね!○には数字が1つ入ります）
①生ごみをたい肥にする、「わくわくボックス
ぱっくん」の使用期間の目安は「○ヵ月」です。
②7月22日、上田市内で部分日食が見られます
（世界天文年2009）
が、食分は「約○○%」欠けます。

当選者の
喜びの声

●頼んでもいない荷物が届き、当選したことに改めてビックリでした。なめこは味噌汁に、アスパラは天ぷら・油炒め・
グラタンに、しめじは卵焼きに、えのきはマヨネーズあえ…等々。おいしくいただきました。
（上田市：I 様）
●うえだ食彩館ゆとりの里の特産品が当たり、とっても嬉しかったです。家族皆で新鮮な野菜と今年初のさくらんぼを
笑顔でおいしくいただきました。ありがとうございました。
（東御市：Ｋ様）
● ●

●
● ●

Vol.31 2009年7月

● ●

広報うえだ広域

●

●

8

広報4月号の答えは、①『 住 宅 用 火 災 警
報 器 』②『ふるさと 市 町 村 圏 基 金 』で
した。応募総数316通の中から、5人の方に、旬
の農産品「さくらんぼ、アスパラ、きのこ類」を盛
り込んだ「うえだ食彩館ゆとりの里（上田市）特
産品の詰め合わせ」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。

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