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　眩しい太陽の恵みに満たされる夏、みなさんいかがお
過ごしですか？
　今回は上田地域内にある避暑地をご紹介します。
　「暑くてエアコンのスイッチを入れたい。でも節電の
ためには我慢しなきゃ・・・」そんな日は涼を求めて身近に
ある避暑地を訪れてみてはいかがでしょうか？

上田地域の夏　涼の風景

●世帯数：62,682世帯
●人　口：158,922人
●面　積：552.00㎢

●世帯数：11,527世帯
●人　口：31,480人
●面　積：112.30㎢

●世帯数：2,695世帯
●人　口：7,024人
●面　積：183.95㎢

●世帯数：1,744世帯
●人　口：4,761人
●面　積：57.09㎢

●世帯数：5,856世帯
●人　口：15,957人
●面　積：53.64㎢
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坂城町 

※各市町村広報紙 7月号掲載数。

発行▶ 上田地域広域連合事務局 〒386‐0404  長野県上田市上丸子1612 印刷▶株式会社アオヤギ印刷
 企画課 TEL:0268‐43‐8818　FAX:0268‐42‐6740 
  E-mail:webmaster@area.ueda.nagano.jp

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 

消防本部からのお知らせ　

広域連合議会5月臨時会開催
上田地域のごみ問題を考える

介護保険の申請・判定について
公共図書館の本の
インターネット予約サービス

上田創造館イベント情報

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
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上田地域合計
●世帯数：84,504世帯
●人　口：218,144人
●面　積：958,98㎢

唐沢の滝（上田市菅平高原）
からさわ

じゅっかんざん よこて

たき

トレッキングファンにはおなじみの池の平湿原。高原をそよぐ
さわやかな風と可憐に咲く高山植物を楽しみながら、避暑の
ひとときを過ごしてみてはいかかでしょうか。

当村の田沢温泉にほど近く、十
観山の中腹にあるこのキャンプ
場は眺めがよく、早朝に運が良
ければ雲海を見ることができま
す。オートキャンプ、テントサイ
ト、宿泊棟、食事棟があり、少人

数から団体
までお楽し
みいただけ
ます。

十観山 横手キャンプ場（青木村田沢）

ここ「笄の渡し」には、村上
義清の居城・葛尾場落城の
おり、対岸へ落ち延びる義
清の奥方が、船頭への礼と
して、身につけていた「笄」
を手渡したという伝説が残
されています。現在の笄橋
付近がその「渡し」だとい
われており、国道沿いの苅
屋原ミニパークから、その
全景を見ることができます。

笄の渡し 苅屋原ミニパーク
（坂城町苅屋原）

坂城町

青木村
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上田市

白樺湖へ向かう国道152号線（大門街道）から《本沢渓谷》の看
板を左折し、車で進むこと約2km。そこには林道沿いに大小９つ
の滝が点在する本沢川が新緑の木立の中を悠然と流れています。
滝の近くまで行かれる遊歩道もあり、滝からのマイナスイオンを
肌身に感じることができます。自然の恵みを感じてみませんか？

長和町

東御市

菅平高原の入口にある、高さ15m、幅10mの滝。国道406号
線から見えるくらいの近さにあり、滝のすぐ下まで歩いて行
くこともできます。勢いよく飛び散る水しぶきが、涼感あふ
れ迫力も満点。映画のロケ地としてもよく使われています。
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こうがい わた

クイズに答えて上田地域の特産品を当てよう！

【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25日㈪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。

提供： 上田地域
 観光協議会

上田地域のイベント情報

問題

広報4月号の答えは、①広域連合の23年度予算は約41億3
千万円。対前年比約　 億5千万円の減額となった。②平成
22年中の火災出火原因の1位は　　　　 による火災だっ
た。③ダンボール箱での堆肥化は腐葉土等を使用し、比較的
　　　を気にしないで済む方法です。　でした。
応募総数212通の中から、10人の方に、「信州そば～む
（バームクーヘン）など」が入った「道の駅あおき特産品詰め
合わせ」（青木村）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。

2011年
7月～9月

3日㈯～7日㈰

9日㈯
13日㈬
16日㈯
17日㈰
17日㈰
23日㈯
23日㈯
30日㈯

3日㈬～7日㈰
6日㈯
6日㈯
6日㈯
6日㈯
6日㈯
6日㈯～8日㈪
7日㈰
7日㈰
10日㈬
12日㈮
12日㈮
12日㈮
12日㈮、14日㈰、15日㈪
14日㈰
14日㈰
21日㈰
27日㈯
27日㈯
28日㈰

11日㈰
１７日㈯～18日㈰
17日㈯
19日（月・祝）
25日㈰

祢津祇園祭（東御市:祢津（東町・西宮））
中央分水嶺トレイル逆踏破ツアー（長和町：和田峠古峠～八島湿原）
スポレク祭夏の部「依田窪プール祭」（上田市：依田窪プール）
中央分水嶺トレイル踏破ツアー（長和町：八島湿原～和田峠古峠）
第507回岳の幟（上田市：夫神岳～別所温泉）
上田祇園祭（上田市：上田中心市街地）
田中祇園祭（東御市:田中商店街）
第40回上田わっしょい（上田市：上田中心市街地）

UEDA JOINT 2011（上田市：上田城跡公園）
第24回信州上田大花火大会（上田市：千曲川河川敷）
第34回丸子ドドンコ（上田市：上丸子商店街）
東御市民まつり（東御市：田中商店街）
青木村夏祭り（青木村：村内）
第34回坂城どんどん（坂城町：横町・立町通り）
第53回上田七夕まつり（上田市：海野町商店街）
第16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）
第27回真田まつり（上田市：真田運動公園及びその周辺）
中央分水嶺トレイル踏破ツアー（長和町：長門牧場～大門峠）
みまき親子ふれあい朝市（東御市：北御牧グラウンド）
花市（東御市：田中商店街）
花市・歩行者天国（上田市：上丸子商店街）
第30回武石夏祭り（上田市：武石地域自治センター周辺）
みまきニュードカンコ（東御市：北御牧グラウンド）
ふる里和田宿宿場祭り（長和町：和田宿本陣他）
中央分水嶺トレイル逆踏破ツアー（長和町：扉峠～和田峠古峠）
美ヶ原トレイルラン＆ウォークin長和（長和町：美ヶ原高原～高山～和田）
坂城びんぐしの里薪能（坂城町：びんぐしの里公園）
第7回黒耀石のふるさと祭り（長和町：黒耀石体験ミュージアム）

スポレク祭秋の部「あおきむらで遊ぼう」（青木村：青木村運動公園総合グラウンド）
巨峰の王国まつり（東御市：中央公園一帯）
アウトドア・ウイスキーフェスティバルin長和（長和町：ブランシュたかやまスキー場）
第29回上田真田まつり（上田市：上田城跡公園、中心市街地）
上田城太鼓まつり<大人編>（上田市：上田城跡公園）

歴史ある「けんかみこし」で盛り上がります

ニッコウキスゲに彩られた高原を抜けて楽しむトレッキング

水にちなんだ様々なスポーツ、ゲームを楽しもう

初夏の喜びに満ちた湿原から歴史の道をトレッキング

別所温泉に古くから伝わる雨乞いの祭り（国の選択無形民俗文化財）

市内を80もの子どもみこしや宮みこし、樽みこしなどが練り歩きます

町内会のみこしがまちを練り歩く、恒例の祇園祭

映画「サマーウォーズ」にも登場する市民の祭り。約1万人の市民が、みこし、太鼓、踊りで参加

今年10回目を迎える。多彩なアーティストによる野外ライブなど

千曲川の河畔を彩る上田の風物詩。数千発の花火が、夏の夜空を華やかに彩る

丸子の夏の風物詩。みこしと踊りで大にぎわい

みんなの熱い踊りで、まつりもヒートアップ！

毎年恒例の夏祭りは、太鼓やみこしで大にぎわい

恒例の夏祭り、イベントと踊り流しで楽しもう

15ｍ程の七夕飾りが300ｍの商店街に立ち並ぶ。歩行者天国で、様々なイベントを開催

河川敷の中を走ったり、歩いたり、時には泳いだりして」川に親しみましょう

鉄砲隊演武、みこし、キャラクターショー、花火大会、信州プロレスの公演

夏の日差しを避けて緑溢れる林道をレッツウォーク！

早朝5時30分からだけど、買い物客で大にぎわい

今年もジャズが流れる花市で夕涼みを

長い歴史を持つ。迎え盆の準備で街中が大にぎわい

飛龍太鼓演奏、おどり、みこし等イベントが盛りだくさん

盛りだくさんの催しものでお待ちしています

時代行列・おみこし・盆踊りなどのイベント

青と白のパノラマを望む、三峰山を目指してトレッキング

東日本大震災支援チャリティーレース（32kmトレイルラン）

狂言：野村萬斎、能：松木千俊による薪能

黒耀石森のコンサートの他に縄文汁など趣向をこらしたお祭りです

魚のつかみ取りやノルディックウォークに挑戦しよう

第20回目の記念すべき「王国まつり」。地元産巨峰の無料配布も

さわやかな高原でウイスキーを楽しんでみませんか？

戦国の歴史絵巻を再現

勇壮な太鼓の調をお楽しみください

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。

開　催　日 イベント名（開催場所） 内　　容
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（広報紙をよく読んでね！○には1数字・文字が入ります）

㋐ 上田地域広域連合消防本部派遣部隊として1次
隊から9次隊まで延べ○○人の職員が被災地へ
派遣された。

㋑ 上田地域図書館情報ネットワーク「エコール」で
は7月1日から○○○○○○○で図書館の本の貸
出予約ができる。

2

水 分

コ ン ロ

【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。

うえだ
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被災地

　緊急消防援助隊は、阪神・淡路大震災を教訓に、全国の消防機関の応援体制を強化するため平成7年に創設され、平
成１６年４月からは、法律に基づいた部隊となりました。
　国内における地震等の大規模災害や、危険物、毒劇物等の特殊災害に際し、被災地の消防応援のため速やかに出動
し、救助・救急・消火活動等を行うことを任務とした部隊です。
　出動の範囲は、隣接県を第1出動区域としていますが、今回の東北地方太平洋沖地震のような未曾有の大規模災害
には、消防庁長官の指示により全国の都道府県の消防機関から緊急消防援助隊を結成して被災地に集まります。当消
防本部においても、今回の地震では、発災と同時に出動準備体制に入り、発災から３時間後に被災地の宮城県に第１次
派遣隊が出動しています。

宮城県仙台市

長野県隊集結状況

宮城県宮城郡利府町

上田広域部隊の野営状況

３月１１日 14時46分ころ、三陸沖で地震発生　
３月１１日 17時30分、１次隊消防本部出発
３月１２日 現地で、救助・救急活動開始
 救助部隊：宮城県多賀城市・七ヶ浜町・名取市で活動
 救急部隊：宮城県塩釜消防署の救急活動支援　
４月0２日 現地での活動終了
４月0３日 ８次隊消防本部に帰庁

※９次隊は、出動途上に長野県隊解散命令の指示を受け、帰庁となりました。

救助活動 ７4人
 うち生存救出３４人
救急活動 １３７件
活動部隊 延べ２４５隊
活動人員 延べ９０４人

長野県隊の活動状況

１次隊から９次隊まで延べ７８人派遣

緊急消防援助隊の概要　～被災地に向け、いざ集結！～上田地域広域連合消防本部派遣部隊の活動状況

緊急消防援助隊　部隊登録数 （平成２２年度末）

全　　国
長 野 県
上田広域

785
14

4,265隊
102隊
9隊

51,600人
432人
2７人

消防本部数 部隊数 隊員数

Q. 緊急消防援助隊って普段何をして
いるの？

A. 【緊急消防援助隊】という専属の部
隊があるわけではありません。各署
の災害に対応している消防職員が、
「緊急消防援助隊」として都道府県
ごとに部隊を編成し、応援出動しま
す。２４時間３６５日、迅速に出動で
きる体制が整備されています。

上田地域広域連合消防本部登録部隊
救助隊
消火隊
救急隊

１隊
２隊
２隊

５人
１０人
６人

大型水槽車隊
活動二輪隊
後方支援隊

１隊
２隊
１隊

２人
２人
２人

●お問い合わせ先

上田中央消防署 .............☎26-0019
川西消防署.....................☎31-0119
東御消防署.....................☎62-0119

上田南部消防署 .............☎38-0119
丸子消防署.....................☎42-0119
依田窪南部消防署..........☎68-0119

上田東北消防署 .............☎36-0119
真田消防署.....................☎72-0119
火災・救急・救助等出動要請は☎119

上田地域広域連合消防本部　　総務課 ・ 警防課……☎26-0119　　予防課……☎26-0029

航空部隊
救急部隊

救助部隊消火部隊等

受験申込

試験の区分・種類・受験資格等
種　類

高等学校
卒業程度

区　分

消防職
受 験 資 格

募集人員：若干名
必要書類

次の条件を満たす方
1. 昭和61年4月2日以降に生まれた方
2. 広域連合就職後は、広域連合管内（坂城
町を除く）に居住が可能な方

　※ただし、次のいずれかに該当する人は、受験できません。
⑴ 日本の国籍を有しない方
⑵ 地方公務員法第16条各号（欠格条項）のいずれかに該当する方

日時 ８月1日（月）～８月１2日（金）午前９時から午後５時まで
場所 上田地域広域連合消防本部総務課
 （上田市大手2-7-16 上田市消防会館2階）
方法 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。

① 受験申込書（上田地域広域連合事務局総務課、
消防本部総務課及び管内各消防署にあります。）

② 履歴書（高等学校在学者は全国高等学校統一用
紙、その他の方は配布するものを使用）

③ ８０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上田地域広域連合のホー
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１8日（日）
  午前８時受付開始、午前８時３０分試験開始
場所 上田市消防会館３階
※ 詳細は、上田地域広域連合のホームページ掲載
の募集要項をご覧ください。

採用予定日 平成24年4月1日

お問い合わせ先 ： 上田地域広域連合 消防本部 総務課 ☎26-0119
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　平成２３年５月上田地域広域連合議会臨時会が、上田
市丸子地域自治センター４階議場において５月２７日に
開催されました。
　今臨時会では、上田地域広域連合副広域連合長の選
任に関する議案１件及び専決処分に関する報告１件が
提出され、いずれも同意及び承認がされました。
　詳細については、次のとおりです。

●専決処分した平成２２年度上田地域広域連合一般会計補正予算（第３号）の承認について
　上田勤労者福祉センターを平成23年4月1日付で上田市に移管するにあたり、平成２３年3月30日付で関係予算
の補正を専決処分により行ったことについて承認されました。補正の内容は、上田勤労者福祉センターの使用料等の
収入額の確定に合わせ、上田市への指定管理料の支出額を補正し、精算したものです。

専決処分の報告

上田地域広域連合
副広域連合長の選任について

　坂城町町長選挙において当選され
た山村弘町長が、上田地域広域連合
副広域連合長に選任されました。

一般会計 2,241,413 1,848 2,243,261 2,631,235 △14.7
補正前予算額 補正額 補正後予算額 前年同期予算額 対前年増減率（％）

（単位：千円）

　上田地域広域連合議会議員のうち青
木村及び坂城町選出議員の改選があり
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）

青木村及び坂城町議会選出議員 選出町村

青木村

坂城町

氏　名
堀内　富治
宮原　　満
柳澤　　澄
大森　茂彦

所属委員会 その他
総務委員会副委員長、議会代表者会議員

議会代表者会議員

総務委員会
保健福祉委員会
総務委員会
保健福祉委員会

詳しくは、エコールホームページ http://www.echol.gr.jp をご覧ください。

　上田地域図書館情報ネットワーク（愛称：「エコール」）加入図書館では、7月1日か
ら、インターネットを利用した新サービスを開始しました。
　インターネットの貸出予約サービスの「利用申込」を行うと、自宅パソコン・携帯電話
等から、エコール加入図書館の本の貸出予約と利用者自身の利用状況の確認をする
ことができます。また、貸出予約された本が用意できましたら、自宅パソコン・携帯電話
へＥメールでお知らせします。

インターネットで図書館の本の
貸出予約サービス開始

利用できる方●「エコール利用者カード」をお持ちの満15歳以上の方で、自宅パソコン、携帯電
話等のＥメールアドレスをお持ちの方です。
貸出予約のできる本●エコール加入図書館（長野大学附属図書館は除く）で「貸出中」の本です。
貸出禁止の本やAV資料等の本の予約はできません。
利用申込・本の受取図書館●移動図書館車、創造館分室、長野大学附属図書館、塩田公民館で
は、「利用申込」や「本の受取図書館に指定」することはできません。
利用申込●運転免許証・健康保険被保険者証など本人確認ができるものをご持参ください。
問い合わせ先●お近くのエコール加入図書館（創造館分室、長野大学附属図書館、塩田公民館は
除く）へお問い合わせください。

7月1日か
ら

利用料金は
無料です

問い合わせ先：上田地域広域連合事務局 介護障害審査課 ☎43-8813
□介護保険の申請・相談等につきましては、お住まいの市役所または町村役場の担当課までお尋ねください。

835

10,871 10,476 10,964 10,723 11,878

7,812

2,224

727

7,443

2,306

786

7,656

818

7,448

2,522 2,457

965

8,152

2,761

12,000

9,000

6,000

3,000

0

申請件数（年度別推移）

H18 H19 H20 H21 H22

　平成22年度の数値を平成18年度と比較すると、申請件数は1,007件（1.09％）、認定者数は1,154件（1.11％）
増えています。この背景としては、新規申請者が毎年平均170件ずつ増えていることが理由と考えられます。
　また、要介護度でみると要支援１･２、要介護１の軽度と認定された方が各年度40%と高い割合を占めています。

介護保険の申請・判定について
介護保険のサービスを利用するには、要支援認定・要介護認定が必要です。

認定者数（年度別推移）

新規申請・・・初めて申請される方（認定有効期間：3～6か月）
更新申請・・・認定有効期間後も引続き、サービスを利用される方（認定有効期間：3～24か月）
変更申請・・・認定有効期間中に、状態が変化した方（認定有効期間：3～12か月）

※申請件数と認定者数の差は、申請から認定までに要する時間等によるものです。※要介護度とは、認定を受ける方の介護に要する手間を７段階に区
分した心身の状況のめやすです。また、介護度のめやすについては、広報「うえだ広域」４月号の10ページをご覧ください。

（件数）（合計件数）

■新規　　　■更新　　　■変更

1,307

1,333

1,519

1,652

2,078

1,494

96049 16 12 17 9

10,392 10,212 10,541 10,539 11,546
12,000

9,000

6,000

3,000

0

（件数）（合計件数）

■非該当　0■要支援1　■要支援2　■要介護1　■要介護2
■要介護3　■要介護4　■要介護5　

1,215

1,364

1,655

1,620

2,011

1,524

807

1,281

1,492

1,740

1,720

2,114

1,434

748

1,388

1,394

1,539

1,796

1,890

1,405

1,110

1,507

1,525

1,664

1,986

2,048

1,603

1,204

H18 H19 H20 H21 H22

問い合わせ先：上田地域広域連合事務局 ごみ処理広域化推進室 ☎43-8818

　上田、丸子及び東部クリーンセンターに平
成22年度に搬入された燃やせるごみ量は
41,017トンでした。近年、減少傾向が続い
ておりましたが、前年度と比較すると523ト
ンの増加（前年度比＋1.3％）になりました。
　地域住民や事業所の皆様がごみの減量や
分別に取り組んでいただくことにより、燃や
せるごみ量が減少し、施設の延命化や負荷
の軽減にもつながりますので、ごみの減量へ
のご理解とご協力をお願いします。

平成22年度の燃やせるごみ量

連載 No.12
46，000

44，000

42，000

40，000

38，000

36，000
平成18年度

45，354

平成19年度

44，388

平成20年度

42，920

平成21年度

40，494

平成22年度

41，017

平成27年度
目標

39，290

単位：トン燃やせるごみ量（上田・丸子・東部クリーンセンターの搬入量）

※平成27年度目標はごみ処理広域化計画による目標数値です。詳細は上田地域広域連合ホームページでご覧いただけます。
　http://www.area.ueda.nagano.jp

搬入市町村
●上田クリーンセンター ： 上田市（上田・真田地区）、青木村
●丸子クリーンセンター ： 上田市（丸子・武石地区）、長和町
●東部クリーンセンター ： 東御市（東部地区）
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ⒸJAXA

「夏の星空と地球は青かった」
（投影時間45分）

モーターを使って
工作しよう
9月3日㈯ 9:30～11:30
●会場／4F科学実験室
●内容／モーターを使って、動く車を作り
ます。●定員／先着２０名（小中学生とその
保護者、高学年以上なら子供だけでも可）
●8月31日㈬までにお電話でお申し込み

第4回 上田創造館利用
文化団体作品発表会

９月16日㈮～19日㈪ 
10:00～16:30（最終日は15:00まで）
●会場／1F文化ホール
●日頃創造館の施設を利用し、文化活動を
している皆さんの作品発表会

第2回 公募デジタル
写真発表展
9月14日㈬～19日㈪
10:00～16:30（最終日16:00まで）
●会場／2F美術館●上田創造館
主催！公募で出展されたお気に入り
のデジタル写真をコンパクトに展
示した発表展

折り紙教室
9月17日㈯ 10:00～12:00
●会場／第4・5研修室●参加費／300円
●持ち物／持ち帰り袋を持参ください。

入場料
無料 入場料

無料
参加費無料

子供は天才公開講座
（ちびっこ絵画・造形教室）参加者募集！
7月の活動にいっしょに参加しませんか？
7月16日㈯ 10:00～11:30●会場／1F文化ホール●参加費／
1人３００円●内容／布に絵を描こう。●対象／未就学児（2歳以
上）とその保護者15組（先着順）●持ち物／白のTシャツや布
※6月16日㈭からお電話で受付を開始しています。

ファミリー電波教室
7月30日㈯ 13:00～16:30●会場／上田創
造館4F科学実験室●内容／電波について
学び、親子でＡＭ・ＦＭラジオを製作します。
●対象／小学生3年～6年（保護者）●定員
／20名●7月28日㈭までにお電話でお申し
込み星景写真と「はやぶさ君の冒険日誌」

パネル展

参加費無料

9月の催しのご案内

※通常営業期間中の投影時間
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
●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

入場無料

夏休みは上田創造館へ

事前の申し込みは不要です

地元の高校生や大学生の皆さんと一緒に
実験や体験ができる
参加型イベント

●7月30日㈯ 19:30～21:30
夏の星座を確かめ、望遠鏡で土
星などの惑星を観察しましょう。

●9月24日㈯ 19:00～21:00
「夏の大三角形」や東の空に輝
く木星などを観察しましょう。

会場●屋上 天体観測室　　
●当日4Fで受付します。直接会
場へお越しください。
※雨天・曇天の場合は中止。（プ
ラネタリウム投影）

入場
無料

参加費無料
先着500名

８月１日月～31日水　９:30～17:00
上田創造館　美術館（２F）

“星空のある風景写真”を撮影する
「国立長野高専・大西浩次教授（天文
学者）」の写真展と、小惑星探査機
「はやぶさ」の7年にわたる活躍を日
誌風にしたパネル展を開催します。

展示：「はやぶさ」1/32 モデル・イトカワ1/2000モデル・ペンシルロケット1/1 モデル等
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

國中均氏プロフィール／ 東京大学大学院工学系研究科博士課程修了、工学博士。マイクロ波放電式 イオンエンジンを研究
 開発し、「はやぶさ」に応用して地球～小惑星間往復航行を達成。帰還カプセル回収チーム責任者

8月27日土 14:00～（13:30開場）　会場:上田創造館1F 文化ホール
講演者： JAXA 宇宙運送工学研究本部
 宇宙輸送工学研究系教授　國中 均氏

参加費無料
星空観望会

今年は、旧ソ連のガガーリンによる人類初の有人宇宙
飛行からちょうど50年。「地球は青かった」その名言を
残した、ガガーリンの生涯をたどります。

ふしぎと
謎の

大冒険
科学って
おもしろ

い！

ⒸJAXA

８月3日㈬・4日㈭
10:00～15:30　

～遊びと学びがいっぱい！～

●テーマ／①お気に入りのPlace（場所）②Nature（自然）③people（人）④家族の絆
●用紙の大きさ／A4サイズフルカラー印刷（自宅のインクジェットプリンターで印刷可）
●応募枚数／一人２点以内（縦・横 指定なし）、デジタル写真で、写真加工可
●詳細はホームページをご覧ください。

デジタル写真作品募集　歓迎！ビギナーズ～気軽に発表しよう！お気に入りのデジタル写真～

募集期間／８月20日㈯～９月10日㈯　展示期間／9月14日㈬～19日㈪

プラネタリウムの番組案内

夏休みプラネタリウム無料投影 7月28日㈭～8月21日㈰

チーム「はやぶさ」の挑戦②天文講演会
「電気ロケットが切り拓く先端宇宙」

7月の催しのご案内

ガガーリンの訓練の様子
Ⓒノーボスチ通信社

無料投影期間中の投影時間● 月～土曜日13:30～／15:00～
 日曜日・祝日11:00～／13:30～／15:00～

パソコン教室 超初心者からビジネス活用まで

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等で
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。

パソコン教室▶7月
初心者 ●NHK教育中高年のためのデジタル塾より一挙両得！
超！入門 パソコン・デジタルカメラ
7月8日㈮～8月5日㈮ 毎週金曜日（全5回） 13:30～15:30
受講料5,000円　テキスト代別途1,365円

経験者 ●～仕事を始める人のための即戦力となる～
パソコン事務実務テクニック Word&Excel
7月16日㈯、17日㈰、23日㈯、24日㈰ 13:30～15:30
受講料4,000円　テキスト代別途2,100円

初心者 
Twitterって何？体験教室（夜間コース）
7月21日㈭ 19:30～21:30　受講料1,000円

パソコン教室▶8月
初心者 ●<パソコン基礎Step1>
文字入力上達教室
8月18日㈭ 9:30～12:00　受講料1,000円

初心者 ●中高年のためのらくらくパソコン塾　もう怖くない
ゼロからはじめるインターネット
8月20日㈯～9月17日㈯ 毎週土曜日（全5回） 13:30～15:30
受講料5,000円　テキスト代別途1,365円

パソコン教室▶9月
特別講演会 ●～子育て中のママにお届けする～
パソコンで調べよう役立つ子育て情報
9月22日㈭ 10:00～11:30　受講料無料
初心者 ●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　平日夜間
9月8日㈭～29日㈭  19:00～21:00
受講料4,000円　テキスト代別途2,100円

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）

上田創造館イベント情報
上田市上田原1640　開館時間／9:00～22:00
お問い合わせ・お申込は　☎23-1111
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/EVENT

上田図書館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 9:00～17:00
休館日／毎週月曜日・祝日
（直通）☎27-1758
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area U.E.D.A 

●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 

Vol.39
2011年7月うえだ広域

　眩しい太陽の恵みに満たされる夏、みなさんいかがお
過ごしですか？
　今回は上田地域内にある避暑地をご紹介します。
　「暑くてエアコンのスイッチを入れたい。でも節電の
ためには我慢しなきゃ・・・」そんな日は涼を求めて身近に
ある避暑地を訪れてみてはいかがでしょうか？

上田地域の夏　涼の風景

●世帯数：62,682世帯
●人　口：158,922人
●面　積：552.00㎢

●世帯数：11,527世帯
●人　口：31,480人
●面　積：112.30㎢

●世帯数：2,695世帯
●人　口：7,024人
●面　積：183.95㎢

●世帯数：1,744世帯
●人　口：4,761人
●面　積：57.09㎢

●世帯数：5,856世帯
●人　口：15,957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。

発行▶ 上田地域広域連合事務局 〒386‐0404  長野県上田市上丸子1612 印刷▶株式会社アオヤギ印刷
 企画課 TEL:0268‐43‐8818　FAX:0268‐42‐6740 
  E-mail:webmaster@area.ueda.nagano.jp

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 

消防本部からのお知らせ　

広域連合議会5月臨時会開催
上田地域のごみ問題を考える

介護保険の申請・判定について
公共図書館の本の
インターネット予約サービス

上田創造館イベント情報

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
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上田地域合計
●世帯数：84,504世帯
●人　口：218,144人
●面　積：958,98㎢

唐沢の滝（上田市菅平高原）
からさわ

じゅっかんざん よこて

たき

トレッキングファンにはおなじみの池の平湿原。高原をそよぐ
さわやかな風と可憐に咲く高山植物を楽しみながら、避暑の
ひとときを過ごしてみてはいかかでしょうか。

当村の田沢温泉にほど近く、十
観山の中腹にあるこのキャンプ
場は眺めがよく、早朝に運が良
ければ雲海を見ることができま
す。オートキャンプ、テントサイ
ト、宿泊棟、食事棟があり、少人

数から団体
までお楽し
みいただけ
ます。

十観山 横手キャンプ場（青木村田沢）

ここ「笄の渡し」には、村上
義清の居城・葛尾場落城の
おり、対岸へ落ち延びる義
清の奥方が、船頭への礼と
して、身につけていた「笄」
を手渡したという伝説が残
されています。現在の笄橋
付近がその「渡し」だとい
われており、国道沿いの苅
屋原ミニパークから、その
全景を見ることができます。

笄の渡し 苅屋原ミニパーク
（坂城町苅屋原）

坂城町

青木村

池
の
平
湿
原

（
東
御
市
湯
の
丸
高
原
）

本
沢
渓
谷（
長
和
町
大
門
）

ほ
ん
ざ
わ
け
い
こ
く

上田市

白樺湖へ向かう国道152号線（大門街道）から《本沢渓谷》の看
板を左折し、車で進むこと約2km。そこには林道沿いに大小９つ
の滝が点在する本沢川が新緑の木立の中を悠然と流れています。
滝の近くまで行かれる遊歩道もあり、滝からのマイナスイオンを
肌身に感じることができます。自然の恵みを感じてみませんか？

長和町

東御市

菅平高原の入口にある、高さ15m、幅10mの滝。国道406号
線から見えるくらいの近さにあり、滝のすぐ下まで歩いて行
くこともできます。勢いよく飛び散る水しぶきが、涼感あふ
れ迫力も満点。映画のロケ地としてもよく使われています。

い
け

た
い
ら
し
つ
げ
ん

こうがい わた

クイズに答えて上田地域の特産品を当てよう！

【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25日㈪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。

提供： 上田地域
 観光協議会

上田地域のイベント情報

問題

広報4月号の答えは、①広域連合の23年度予算は約41億3
千万円。対前年比約　 億5千万円の減額となった。②平成
22年中の火災出火原因の1位は　　　　 による火災だっ
た。③ダンボール箱での堆肥化は腐葉土等を使用し、比較的
　　　を気にしないで済む方法です。　でした。
応募総数212通の中から、10人の方に、「信州そば～む
（バームクーヘン）など」が入った「道の駅あおき特産品詰め
合わせ」（青木村）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。

2011年
7月～9月

3日㈯～7日㈰

9日㈯
13日㈬
16日㈯
17日㈰
17日㈰
23日㈯
23日㈯
30日㈯

3日㈬～7日㈰
6日㈯
6日㈯
6日㈯
6日㈯
6日㈯
6日㈯～8日㈪
7日㈰
7日㈰
10日㈬
12日㈮
12日㈮
12日㈮
12日㈮、14日㈰、15日㈪
14日㈰
14日㈰
21日㈰
27日㈯
27日㈯
28日㈰

11日㈰
１７日㈯～18日㈰
17日㈯
19日（月・祝）
25日㈰

祢津祇園祭（東御市:祢津（東町・西宮））
中央分水嶺トレイル逆踏破ツアー（長和町：和田峠古峠～八島湿原）
スポレク祭夏の部「依田窪プール祭」（上田市：依田窪プール）
中央分水嶺トレイル踏破ツアー（長和町：八島湿原～和田峠古峠）
第507回岳の幟（上田市：夫神岳～別所温泉）
上田祇園祭（上田市：上田中心市街地）
田中祇園祭（東御市:田中商店街）
第40回上田わっしょい（上田市：上田中心市街地）

UEDA JOINT 2011（上田市：上田城跡公園）
第24回信州上田大花火大会（上田市：千曲川河川敷）
第34回丸子ドドンコ（上田市：上丸子商店街）
東御市民まつり（東御市：田中商店街）
青木村夏祭り（青木村：村内）
第34回坂城どんどん（坂城町：横町・立町通り）
第53回上田七夕まつり（上田市：海野町商店街）
第16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）
第27回真田まつり（上田市：真田運動公園及びその周辺）
中央分水嶺トレイル踏破ツアー（長和町：長門牧場～大門峠）
みまき親子ふれあい朝市（東御市：北御牧グラウンド）
花市（東御市：田中商店街）
花市・歩行者天国（上田市：上丸子商店街）
第30回武石夏祭り（上田市：武石地域自治センター周辺）
みまきニュードカンコ（東御市：北御牧グラウンド）
ふる里和田宿宿場祭り（長和町：和田宿本陣他）
中央分水嶺トレイル逆踏破ツアー（長和町：扉峠～和田峠古峠）
美ヶ原トレイルラン＆ウォークin長和（長和町：美ヶ原高原～高山～和田）
坂城びんぐしの里薪能（坂城町：びんぐしの里公園）
第7回黒耀石のふるさと祭り（長和町：黒耀石体験ミュージアム）

スポレク祭秋の部「あおきむらで遊ぼう」（青木村：青木村運動公園総合グラウンド）
巨峰の王国まつり（東御市：中央公園一帯）
アウトドア・ウイスキーフェスティバルin長和（長和町：ブランシュたかやまスキー場）
第29回上田真田まつり（上田市：上田城跡公園、中心市街地）
上田城太鼓まつり<大人編>（上田市：上田城跡公園）

歴史ある「けんかみこし」で盛り上がります

ニッコウキスゲに彩られた高原を抜けて楽しむトレッキング

水にちなんだ様々なスポーツ、ゲームを楽しもう

初夏の喜びに満ちた湿原から歴史の道をトレッキング

別所温泉に古くから伝わる雨乞いの祭り（国の選択無形民俗文化財）

市内を80もの子どもみこしや宮みこし、樽みこしなどが練り歩きます

町内会のみこしがまちを練り歩く、恒例の祇園祭

映画「サマーウォーズ」にも登場する市民の祭り。約1万人の市民が、みこし、太鼓、踊りで参加

今年10回目を迎える。多彩なアーティストによる野外ライブなど

千曲川の河畔を彩る上田の風物詩。数千発の花火が、夏の夜空を華やかに彩る

丸子の夏の風物詩。みこしと踊りで大にぎわい

みんなの熱い踊りで、まつりもヒートアップ！

毎年恒例の夏祭りは、太鼓やみこしで大にぎわい

恒例の夏祭り、イベントと踊り流しで楽しもう

15ｍ程の七夕飾りが300ｍの商店街に立ち並ぶ。歩行者天国で、様々なイベントを開催

河川敷の中を走ったり、歩いたり、時には泳いだりして」川に親しみましょう

鉄砲隊演武、みこし、キャラクターショー、花火大会、信州プロレスの公演

夏の日差しを避けて緑溢れる林道をレッツウォーク！

早朝5時30分からだけど、買い物客で大にぎわい

今年もジャズが流れる花市で夕涼みを

長い歴史を持つ。迎え盆の準備で街中が大にぎわい

飛龍太鼓演奏、おどり、みこし等イベントが盛りだくさん

盛りだくさんの催しものでお待ちしています

時代行列・おみこし・盆踊りなどのイベント

青と白のパノラマを望む、三峰山を目指してトレッキング

東日本大震災支援チャリティーレース（32kmトレイルラン）

狂言：野村萬斎、能：松木千俊による薪能

黒耀石森のコンサートの他に縄文汁など趣向をこらしたお祭りです

魚のつかみ取りやノルディックウォークに挑戦しよう

第20回目の記念すべき「王国まつり」。地元産巨峰の無料配布も

さわやかな高原でウイスキーを楽しんでみませんか？

戦国の歴史絵巻を再現

勇壮な太鼓の調をお楽しみください

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。

開　催　日 イベント名（開催場所） 内　　容
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（広報紙をよく読んでね！○には1数字・文字が入ります）

㋐ 上田地域広域連合消防本部派遣部隊として1次
隊から9次隊まで延べ○○人の職員が被災地へ
派遣された。

㋑ 上田地域図書館情報ネットワーク「エコール」で
は7月1日から○○○○○○○で図書館の本の貸
出予約ができる。

2

水 分

コ ン ロ

【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。
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