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世帯数：5,874 世帯
人 口：15,960 人
面 積：53.64 ㎢
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世帯数：62,806 世帯
人 口：158,917 人
面 積：552.00 ㎢
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東御市
上田市

上田地域の秋を楽しもう！

CONTENTS
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実りを迎える季節、秋。作物の収穫や文化・芸術活動の
4
発表会が各地が行われ、皆さんも忙しい時間を過ごされ
6
ていることでしょう。
7
さて、今回は上田地域内で開催される秋のイベントを
ご紹介します。
「収穫」
「芸術」
「スポーツ」をテーマに、 8
10
趣向を凝らしたイベントがたくさん用意されています。
11
今年の秋も上田地域のイベントは見逃せません！
12

青木村

青木村産業祭２０１１
11月12日 ・13日

青木村

目次

上田地域広域連合施設の
放射線対応

世帯数：1,741 世帯
人 口：4,767 人
面 積：57.09 ㎢

上田地域広域連合消防本部から
のお知らせ
上田地域のごみ問題を考える
障害者自立支援の申請・判定に
ついて

長和町

世帯数：11,550 世帯
人 口：31,484 人
面 積：112.30 ㎢

世帯数：2,685 世帯
人 口：6,978 人
面 積：183.95 ㎢

上田地域合計

上田創造館イベント情報

世帯数：84,656 世帯
人 口：218,106 人
面 積：958,98 ㎢

ふるさと市町村圏基金運用益
活用事業
クイズに答えて特産品を当てよう

※数値は各市町村広報紙 10月号より掲載しました。

上田地域イベント情報

ねずみ大根まつり 11月19日

坂城町

さかきの味を
ご堪能ください！

青木の実りをご賞味あれ

今年のねずみ大根まつりは、11
月19日 の午前10時から、国道
沿いの「さかき地場産直売所・あ
いさい」で開催。大根ほか農産
物・加工品の販売、名物「おしぼ
りうどん」の振る舞いや、大根の
収穫体験（別会場・正午まで、参
加1,000円）も！

11月12日・13日に道の駅あおきにおいて「青木村産業祭
2011」が開催されます。 新そばまつり が両日とも行われ、
今年とれたての青木村産「新そば」をお楽しみいただける他
に、ステージイベントとして昨年もご好評いただいた信州プロ
レスもやってきます。青木村の旬の味覚、イベントが盛りだく
さんの内容で開催予定ですのでぜひお越しください。

収穫の秋

長和町

ダッタンそば収穫祭

10月9日
長和町奨励品認定の
『そば』
を召し上がれ!!

東御市

国道152号線沿いにある『緑の
花そば館』で開催されます。当日
は 、冷 か け そ ば や そ ば の 実 を
使ったスイーツなどの試食コー
ナーやそば茶等の販売もいたし
ます。是非一度ご賞味ください。
なお、会場の駐車場が狭いため、
お越しの際は乗り合わせで。

芸術の秋
火のアートフェスティバル2011
10月8日 ・9日
登り窯の炎と煙が織りなす
「アートな一日」
イベント期間中、2,000点にも及ぶ陶
芸作品が、登り窯の中で1,300℃も
の高温で焼成されます。その際、煙
突から炎が噴き出る様は、火のアー
トフェスティバルの象徴とも呼べると
ても幻想的な光景です。他にも地元
の子どもたちの手作りキャンドルや
陶のワークショップ、陶器・クラフト市
などイベントが盛りだくさん。是非
「芸術の秋」体験にお越しください。

の秋
スポーツ

「新生上田市５周年記念」第２５回上田古戦場
ハーフマラソン開催 10月8日
歴史ロマンの郷を
駆け抜ける

上田市

今年で25回目となる上田古戦
場ハーフマラソンを10月8日
午前9時に県営上田野球場前を
スタートし、青木村方面を折返
し、県営上田野球場内をフィニッ
シュとするコースで開催します。
沿道でのランナーへの温かいご
声援よろしくお願いします。

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！

ク
クリッ

特集
クリーンセンターの今後の対応
東日本大震災を端とする福島第一原子力発電所の事故により、大気中に放出された放射性物質について、

処理の流れ

上田地域広域連合関連施設での測定結果と今後の対応をご報告します。

可燃ごみ

● ヨウ素131➡原子力発電に使用されるウラン等が核分裂反応を起こして生成される物質です。
半減期
（放射線を出す能力
（放射能）
が元の半分になるまでの期間）
が８日と比較的短い。
● セシウム134、137 ➡ 同じく核分裂反応によって生成される物質です。半減期が長くセシウム134につ
いては2年、
セシウム137については30年にも及びます。土に含まれる粘土や有機物と強く結びつく性
質を持ちます。今回の測定結果はセシウム134とセシウム137の合計値を記しています。
● ベクレル➡ 放射性物質が放射線を出す能力を表す単位
● 飛灰➡ 集じん器のフィルターで捕集したばいじん
（ちり・ほこり等）
● 主灰➡ごみを燃やした後に残る燃えがら
● 汚泥焼却灰➡し尿や浄化槽から発生する有機汚泥を燃やした後に残る灰
● キレート処理➡薬剤と上水を混ぜて固形化する処理

用語
解説

焼却灰の放射性物質濃度測定結果

上田クリーンセンター
測定内容
飛

灰

測定項目
ヨウ素131

測定結果
（ベクレル/kg）
7月5日採取 8月31日採取
不検出

灰の種類

主灰

ごみを燃やした後に
残る燃えがら

飛灰

※白く見えるのは水蒸気です

煙突

集じん器のフィルターで捕集した
ばいじん
（ちり・ほこり等）

最終処分場へ

●上田クリーンセンターでの処理過程
飛灰と主灰の混合灰にセメントを混ぜて固形化し、
上田市の最終処分場へ埋め立てをしています。
●丸子クリーンセンターでの処理過程
飛灰はキレート処理を行い、
主灰はそのままの状態で、
県外の民間最終処分場へ埋め立てています。
●東部クリーンセンターでの処理過程
飛灰はキレート処理を行い、
主灰はそのままの状態で、
東御市の最終処分場へ埋め立てています。
主灰と飛灰はどちらもクリーンセンター内で発生するものであり、施設外には飛散しておりません。
国からの通知では、8,000ベクレル/kg以下の主灰・飛灰は、従来どおり埋立処分ができることから、今後も埋立
処分を行います。
今後も毎月1回、放射性物質濃度の測定を行い、状況を監視していきます。
お問い合わせ先：上田地域広域連合事務局 ごみ処理広域化推進室 ☎ 43 - 8818

不検出

セシウム134、137

910

257

ヨウ素131

不検出

不検出

150

93

混合灰
（飛灰+主灰） セシウム134、137

上田市

排ガス

投入

処理終了後のクリーンな
空気が排出されます

バグフィルタ
（集じん器）

対応
上田市（上田地区・真田地区）
・青木村の
ごみ焼却施設

青木村

焼却

清浄園の今後の対応
処理の流れ

東御市

し尿、汚泥

大きなゴミを除く

微生物が汚れを食べる

汚れを食べた
微生物が沈む

受水槽

処理槽

沈殿槽

処理後はきれいな
水が放流されます

ろ過

東部クリーンセンター

東御市（北御牧地区を除く）の
ごみ焼却施設

測定内容

測定項目

主

不検出
290

209

ヨウ素131

不検出

不検出

セシウム134、137

不検出

不検出

2
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不検出

測定項目

測定結果（ベクレル/kg）
7月14日採取 8月18日採取

ヨウ素131

不検出

不検出

セシウム134、137

665

660
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測定内容

測定項目

ヨウ素131
キレート処理
後の飛灰
セシウム134、137
主

灰

脱水

乾燥

焼却

サラ・さらさ
（汚泥焼却灰）

清浄園は、家庭のし尿や農業集落排水施設等で発生する汚泥を処理する施
設で、処理後に発生する汚泥焼却灰は、
「サラ・さらさ」
（＝写真）
として、農家や
家庭菜園用の有機肥料として販売してきました。
清浄園の汚泥焼却灰を測定した結果、放射性セシウムが検出されました。こ
のため、国の基準値が示されるまでの間、肥料（汚泥焼却灰）の販売を中止し、
施設内に保管してきました。
その後、国から肥料原料としての基準値（セシウム濃度200ベクレル/kg以
下）
が示され、再度汚泥焼却灰を測定したところ、基準を上回る結果になったた
め、
すべて袋詰めした後、
引き続き施設内で保管しています。
対応

上田市（丸子地区・武石地区）
・長和町の
ごみ焼却施設

上田市・東御市
（北御牧地区を除く）
・
青木村・長和町のし尿処理施設

汚泥焼却灰

7月5日採取 8月31日採取

丸子クリーンセンター

清浄園

測定内容

灰

測定結果
（ベクレル/kg）

ヨウ素131

キレート処理
後の飛灰
セシウム134、137

長和町

沈んだ汚泥

測定結果
（ベクレル/kg）
7月5日採取 8月31日採取
不検出

不検出

360

186

ヨウ素131

不検出

不検出

セシウム134、137

76

不検出

現在保管している汚泥焼却灰は、国の埋立処分が可能な基準値（8,000ベ
クレル/kg以下）を下回っているため、廃棄物として処分する方向で検討して
います。
今後も毎月1回、放射性物質濃度の測定を行い、状況を監視していきます。

「サラ・さらさ」は清浄園で発生する有
機汚泥を焼却したもので、肥料として
家庭菜園や田畑などで利用されてきま
したが、現在は販売を中止し施設内で
保管しています。

お問い合わせ先：清浄園 ☎ 22-2339
測定結果・詳細は上田地域広域連合ホームページ（http://www.area.ueda.nagano.jp/）で公開しています。
（随時更新）
広報うえだ広域
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1 平成23年（上半期：1月から６月まで）の火災の概要

救急車を正しくご利用していただくために

平成23年（上半期：１月から６月まで）上田広域の火災件数は53件（前年同期比較＋15件）
出火原因の１位は「たき火による火災」でした。

近年、全国で救急車の出場件数が急増しています。この中には、緊急性がないのに救急車を要請している方も

火災種別ごとにみると、
建物火災31件
（＋4件）
、
林野火災3件
（±０件）
、
車両火災7件
（＋4件）
、
その他火災12件
（＋
7件）
でした。火災件数は前年同時期に比べると15件
（4割）
の増加となっています。
原因別に見ると１位はたき火による火災12件（＋6件）、2位は放火疑い5件（−1件）、3位は電気製品等の配線4件
（＋1件）であり、たき火による火災の増加が目立っています。春の乾燥した気象条件が火災増加の一因ではあります
が、
ちょっとした不注意で火災は発生しています。以下の点に注意して火災予防にご協力をお願いします。

１位：たき火による火災（12件）

２位：放火疑い（5件）

●たき火をする時はそ
の場を離れない
● 風 が 強 い日はたき
火を控える
● 水 バケツ等 消 火 で
きる準備をする

●家の周りに可燃物を
放置しない
● 定 期 的にごみ 集 積
場所の清掃を行う
●新聞や受信文書等
はこまめに取り込む

たき火をする時は事前に管轄する消防署へ
届出をしましょう。火災が発生しやすい気候
のときは自粛をお願いする場合もあります。

門扉や車庫、物置等の施錠の徹底や感知式
の照明器具をとりつけるだけでも効果がある
場合があります。

●たこ足配線はしない
●コードを束ねたまま
使用しない
● 普 段 使 用しな い 電
気製品のコンセント
は抜いておく
電気製品などは、長時間使用しているうちに、熱、湿気、
ほこり等の影響により、部品が劣化し、発煙・発火等を
おこすおそれがありますので、定期点検をしましょう。

決めつけないで もう一度
ひむら ゆ か
平成23年度「上田地域広域連合防火標語」 火は消した？ 心で確認 目で確認（上田市立丸子中学校1年 樋村友香さん）
市天神三丁目）
において「消防ふれあい広場」を開
ナー等を予定しておりますので、大勢のみなさんの
お越しをお待ちしております。
（気象状況等により、

上田広域

73.2％

長野県

69.6％

全国
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火事ですか？救急車ですか？

通信員：あなたのお名前と連絡先を教えてください。
通報者：○○○○です。電話番号は○○-○○○○です。

■ 非設置

■ 設置

26.8％

0％

通信員：わかりました。⇒口頭指導（救急隊到着までにできる応急処置の指導）……会話終了
◎救急車要請では⇒「どこで」
「どうした（症状）」または「どんな怪我」など、救急隊が活動する必要最低限の事を
お聞きしますので、通信員の質問に答えていただくようお願いします。

30.4％

ていないお宅が約1/4あります。設置されているお宅では、
「調理中に

広報うえだ広域

お聞きしている間に救急車は出動していますので、あわてず、ゆっくりと答えてください。

通信員：意識はありますか？
通報者：意識はありますが…腰が痛くて動けないみたいです。

3 住宅用火災警報器の設置状況（平成23年6月推計値）

4

119番通報をすると、通信指令員が救急車の出動に必要なことを、順番にお聞きしていきます。必要な情報を

通信員：どうされましたか？
通報者：60代の男性が庭木の剪定中、高さ3ｍくらいの脚立から落ちてしまいました。

開催内容の変更や中止になる場合があります。）

救う助けになりますので、早急に設置してください。

ている新聞もありますので、
ご確認ください。

通信員：住所または場所を教えてください。
通報者：上田市中央○丁目○番○号です。
⇒この時点（救急車を要請・場所の確定）で救急車の手配は済んでいます。

催いたします。消防車両の展示や放水体験コー

た」など確実に効果を上げています。住警器は火災からあなたの命を

い、
テレビのＮＨＫデータ放送でも確認できますので参考にしてください。休日、祝祭日の緊急医・当番医を掲載し

通信員：119番消防本部
通報者：救急車です。

当消防本部では、
１１月５日㈯にアリオ上田（上田

その場を離れてしまったが、住警器が鳴動したので、火災に至らなかっ

インターネットで、
「ながの医療情報Ｎｅｔ」
と入力しても医療機関が検索できます。地上デジタル放送移行に伴

救急車要請の手順は？

平成23年度「全国統一防火標語」 消したはず

当広域管内普及率は全国平均を上回っていますが、
まだ設置をされ

急な病気やケガをしたとき、救急車を呼んだほうがいいのか、
自分で病院を受診すればいいのか、
どこの病院に
その際は「１１９番」を使用しないようにお願いします。

お願いします。

73.2％でした。

判断に迷ったときには？
行けばいいのか迷うことがあります。そのような場合は、
最寄りの消防署までお電話ください。

財産の損失を防ぐことを目的としています。さらなる火災予防に心がけていただき、火災のない地域づくりにご協力を

普及率は全国平均71.1％、長野県平均69.6％、当広域管内平均

● 指先を皮むき器で切った。
血は止まっているが・
・
・

いざというときの皆さん自身の安心のために、救急車の適正利用にご協力をお願いします。

時季を迎えるにあたり、火災予防に関する意識を高めていただくことにより、火災の発生を防止し、尊い生命と貴重な

受け、住警器の普及状況の推計結果を発表いたしました。
（右グラフ参照）

● 体調は悪くないが病院で処方
された薬が終わってしまった

● 深爪をしてしまった

● 今日入院予定日だから、病院に行
きたい

１１月９日㈬から１１月１５日㈫まで全国一斉に秋の火災予防運動が実施されます。
この運動は、
火災が発生しやすい

（住警器）の設置が義務化になりました。総務省消防庁では、設置義務化を

実際に当消防本部管内で緊急性がないのに救急車が要請されたケースです。本当に必要か考えてください。

● 病院へ行きたいが交通手段がない

3位：電気製品等の配線（4件）

2 秋の火災予防運動のお知らせ（消防イベント案内）

平成23年6月から全国一律に、全ての住宅において住宅用火災警報器

少なからず含まれているので、
一分一秒を争う生死の危険にある傷病者への対応が遅れてしまう恐れがあります。

28.9％

71.1％
10％

20％

30％

40％

50％

60％

70％

80％

90％

100％

●お問い合わせ先
上田地域広域連合消防本部

総務課 ・ 警防課……☎26-0119

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

予防課……☎26-0029

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
広報うえだ広域
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13

連載

No.

『宴会たべきりキャンペーン』を実施しています

障害者自立支援のサービスを利用するには、原則障害程度区分
認定が必要です。なお、認定有効期間は3〜36か月です。

長野県では、生ごみの発生抑制を目的とした「食べ残しを減らそう県民運動」の一環として、特に

新規申請・
・
・初めて申請される方
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
変更申請・
・
・認定有効期間中に、状態が変化した方

食べ残しが多い『宴会での食事』
について食べ残しを出さないための呼びかけを行う
『宴会たべき
りキャンペーン
（夏7月〜9月、
冬12月〜1月）』
を実施しています。
幹事さんは、呼びかけ例により宴会開始時やお開きの前に食べきりを呼びかけ、出席される皆さ
んも食べ残しの削減にご協力をお願いします。

ながのけん
リサイクルキャラクター

クルるん

宴会開始時（乾杯の後など）の呼びかけ例
ご出席の皆様にお願い申し上げます。
私は「食べ残しを減らそう県民運動」に賛同し、
「たべきり応援幹事」として、お料理を残さず食べ
ることを皆さんにお願いしたいと思います。
本日は、お料理を充分にご用意しました。
お酌に回る前に、お席に着き、ごゆっくりお召し
上がりください。

障害者自立支援の申請・判定について

平成18年度に障害者自立支援法がスタートし、従来の支援費制度を受けていた方は平成18年度中に申請し、認定
有効期間が36か月と認定されました。
３年後の平成21年度は、更新の申請時期となったため、過去２年の平均件数と
比較し約410件多くなっています。

お開き前（中締め前）の呼びかけ例
そろそろ、万歳（締め、お開き）となりますが、そ
の前に、皆様もう一度始めの席にお戻りください。
テーブルの上にはまだまだお料理が残っており
ます。有るを尽くして、気持ちよくお開きにしま
しょう。

また、平成23年度末で障害者自立支援法への経過措置が終了するため、平成22年度は申請件数が平成19年度・
20年度と比較し、
多くなったと考えられます。
障害程度区分でみると、
区分２、
３、
４に認定された方の合計が、各年度60%前後を占めています。

（件数） （合計件数）

2

飲食店等での「食品ロス」発生要因

（件数） （合計件数）

541

600

日本の食料と食品廃棄

172

159

海外から
の輸入

食料
自給率

40％

（国内・外から調達）

半分以上が食べ残し！
食べ残し

推計 9,100万トン/年

58％

2

うち、食品ロス※

食品廃棄物

日本では食料の60％を海外の輸入に頼っているにも
かかわらず、たくさんの食品が廃棄されています。
また 、世 界には 栄 養 不 足 の 人 が 約 9 億 2 5 0 0 万 人
（2010年）もいます。
※食品ロス： 本来食べられるにもかかわらず
捨てられているもの
※出典：農林水産省「食品ロスの削減に向けて」、国際連合食糧農業機関
（FAO）
ホームページより

「もったいない

上田地域のごみの状況（坂城町を除く）
一人一日あたり約785gのごみを出しています。
1kgあたりの処理費用は約31.9円！
●総排出量は1年間に約5.8万トン
●処理費用年間約19億円
※H21年度一般廃棄物実態調査結果
から算出

住民一人あたり

9,152円

食べるよろこび 考えよう」

（食べ残しを減らそう県民運動応援メッセージ入賞作品）

◎詳しくは、食べ残しを減らそう県民運動ＨＰをご覧ください。
http://www.pref.nagano.lg.jp/kankyo/haiki/tabekiri/index.htm
お問い合わせ先：長野県環境部廃棄物対策課 ☎ 026-235-7181
上田地域広域連合事務局ごみ処理広域化推進室 ４３−８８１８
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541

172

141

554

400

353
14

300

53

87

102

300

49

134

537

111

200

10

10
21

148

H18

292

107

85
39

0

推計 1,900万トン/年

600

500

100

500〜900万トン

297

500

14

60％

574
5

400

食用向け農林水産物

認定者数（年度別推移）

申請件数（年度別推移）

H19
■新規

216
128

H20
■更新

172

133

200

100

22
138

58

H21

H22

0

■変更

H18

18

33

16

39

21

44

H19
■区分1
■区分4

9

47
38

8
39
34
30

122

H20

H21

37

■区分2
■区分5

68
21

69

H22

■区分3
■区分6

※申請件数と認定者数の差は、訓練等給付延長の審査によるものであり、認定者数には含まれません。
※障害者自立支援とは、障害をお持ちの方が自立した日常生活等を送ることができることを目的としています。
※障害程度区分とは、支援に要する時間を６段階に区分しためやすです。また、障害程度区分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。

□障害者に関することにつきましては、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。
お問い合わせ先：上田地域広域連合事務局 介護障害審査課 ☎ 43 - 8813

広域連合議会にお出かけください
広域連合10月議会定例会が10月19日㈬から丸子地域自治センター4階議場において開催されます。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。
詳細については、事務局総務課までお問い合わせください。
お問い合わせ先：上田地域広域連合事務局 総務課 ☎ 43-8811
広報うえだ広域
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EV E N T 上田創造館 イベント情報
小惑星探査機「はやぶさ」シリーズ第3回天文講演会〜チーム「はやぶさ」の挑戦❸〜

抽選の結果を
印刷しますので、
何も記入しない
でください。

○○市○○ ○

第3回天文講演会
申込み
住所
氏名
年齢（

）代

【応募先】
上田創造館事業係
学生の方（学校名）
【記入内容】
住所、
氏名、
年齢、
学生の方（学校名）、
※モニター聴講希望の有無
※モニター
視聴希望有無
※抽選で外れた方は同会場の別室で、
モニター視聴ができます。
モニター視聴の定員は100名（抽選）です。
ご希望の方は「モニター視聴希望」とご記入ください。

企画展

11月18日㈮〜27日㈰ 9:30〜16:30
●会場／２F美術館●内容／迫り来る徳川の大
軍を上田城に迎え、
これを二度にわたっ
て退 けた真 田 昌 幸
父子の物語…。その
舞 台 に なった 戦 跡
や 史 跡 などにつ い
て写 真や 資 料を展
上田市立博物館蔵
示します。

広報うえだ広域
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蔵書票展

11月7日㈪〜13日㈰
9:00〜17:00
●会場／1Fエントランス
●内容／ステンシル・消し
ゴムはんこ・多色刷り教室。信州上田書票
の会の皆さんの作品展。

切り絵展

入場料無料

11月8日㈫〜13日㈰
10:00〜16:30（最終日15:00）
●会場／２F美術館●内容／切り
絵教室と、上田切り絵同好会の皆
さんの作品を展示します。

おりがみ教室
クリスマス飾りを
折ろう

11月26日㈯ 10:00〜
●会場／1F第4・5研修室
●参加費／300円
●持ち物／作品を入れる袋

12月2日㈮
19:00〜
開場18:30
松本市出身八ヶ岳
を拠点に活動する、
シン ガソングライ
ター（＝写真）
●会場／4Fプラネタリウム室
●チケット／1,000円●チケット
は、創造館窓口で11月1日から発
売開始

12月4日㈰まで

「秋の星空と星空動物園へ行こう！」
星座には、様々な動物たちを形づくったものがありますね。
ある日、女の子がおじいさんと超小型宇宙船タムタム号に乗って、星空にすんでいるいろいろな
動物を見に出かけました。さあ、みんなで星空動物園へ出発しよう。
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

超初心者からビジネス活用まで

動画を楽しもう！
10月8日㈯、15日㈯ 13:30〜16:00

受講料2,000円

①初心者 ●書類作りからインターネット、デジタル写真まで、幅広く楽しもう！

最終作品は年賀状！ 楽しもう！パソコン
10月14日㈮〜12月2日㈮ 毎週金曜日（全8回コース）
9:30〜12:30 受講料4,000円 テキスト代別途1,365円

入場料
無料

〜シンガーソングライター
美咲 Misaki〜

秋のプラネタリウムの番組

初心者 ●簡単操作！動画編集とYOUTUBEへアップしよう

10月22日㈯〜30日㈰ 9:00〜16:30（最終
日は16:00で終了）●会場／2F美術館●内
容／地域で活躍する水彩画愛好者の皆さ
んの作品を展示します。

入場料無料

星空コンサート

入場料無料

パソコン教室▶10月

日本水彩画会 入場料無料
第56回上田支部展

11月の催しのご案内

8

プラネタリウム

パソコン教室

10月の催しのご案内
10月9日㈰ 13:30〜15:30
●会場／体育館
●内容／けん玉の級認定会
をします。

たこ

凧展

12月17日㈯ 10:00〜、13:30〜（2回）
●会場／1F第4・5研修室
●参加費／300円
●持ち物／作品を入れる袋

（白紙）

上田市上田原一六四〇

○○ ○○様

返信

上田創造館
事業係

往信

申し込み方法★往復はがきでお申し込みください
11月2日㈬必着（お申し込みは一通につき一名

伝承あそび 参加費無料
〜けん玉認定とこま遊び〜

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・月末・整理日
（直通）☎ 27-1758

折り紙教室「新年の飾りを折ろう！」

3 8 6 1102

上田市下之郷リサーチパーク内 上田市下之郷812-1
会場へのアクセスは当館ホームページでご紹介しております

限りとさせていただきます）往復はがきに必要事項を明
記の上、
ご応募ください。11月5日㈯公開抽選を行います。

上田図書館創造館分室からのお知らせ

12月の催しのご案内

川口淳一郎氏と「はやぶさ」レプリカ（画像提供：JAXA）

日時★11月26日㈯ 14:00〜（開場 13:30〜）
会場★上田市マルチメディア情報センター ホール

真田昌幸父子と
二度の上田合戦

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/

12月24日㈯〜平成24年
1月8日㈰ 9:00〜17:00
12月17日㈯〜平成24年1月7日㈯
9:30〜17:00●会場／2F美術館●内 ●会場／1Fエントランス
容／絵画・書道・立体作品等、上小地 ホール●内容／信州上田
域の子どもたちの作品を展示します。 常田凧保存会及び築地凧
クラブよりご協力いただ
いた凧等を展示します。

講演：プロジェクトマネージャー 川口淳一郎氏
事前申込 抽選で200名
による モニター視聴100名

開館時間／9:00〜22:00

第25回上小地域 入場料無料
小中学校児童生徒作品展

「はやぶさ」が挑んだ人類初の
往復の宇宙飛行その7年間の歩み
参加費無料

上田市上田原1640

初心者 ●手軽に情報発信！〜ブログの使い方、作り方から発信まで

ブログに挑戦しよう！
10月18日㈫、25日㈫ 13:30〜16:00

受講料2,000円

パソコン教室▶11月

②初心者 ●中高年のためのらくらくパソコン塾から

もう怖くない ゼロからはじめるインターネット
（NHK教育 趣味工房シリーズの内容から）
11月1日㈫〜11月29日㈫ 毎週火曜日（全5回コース）
13:30〜15:00 受講料5,000円 テキスト代別途1,365円
③初心者 ●年賀状作りはパソコン操作の集大成

デジタル写真で超楽しい！ゼロからはじめる年賀状
（NHK 中高年のらくらくパソコン塾の内容から）
11月10日㈭〜12月8日㈭ 毎週木曜日（全5回コース）
13:30〜16:00 受講料5,000円 テキスト代別途1,365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）

パソコン教室▶12月

年賀状データ作り

パソコン持ち込み可。直接サポートいたします。
（午前コース）12月7日㈬、10日㈯ 9:30〜12:00
（午後コース）12月3日㈯、12日㈪ 13:30〜16:00
受講料1,000円

自治会新旧役員さん応援シリーズ
パソコン持ち込み可。直接サポートいたします。

❶引継ぎの書類の整理からデータ引渡し

（2回コース）データ整理から引継ぎ準備まで
12月2日㈮、9日㈮ 13:30〜16:00 受講料2,000円

❷WORDで作る総会通知編
12月14日㈬ 13:30〜16:00

受講料2,000円

❸引継ぎデータの最大限活用法（2回コース）

名簿・会計報告の修正、簡単書類
1月11日㈬、12日㈭ 9:30〜12:00

受講料2,000円

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。

広報うえだ広域
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平成２3年度 ふるさと市町村圏基金運用益活用事業の紹介
上田地域広域連合では、上田市・東御市・青木村・長和町からの出資金と長野県からの助成金の合計約19億円をふるさと市
町村圏基金として積み立て、その運用益を活用して、観光振興、人材育成、地域医療、地域活性化などの事業を行っています。

スポーツレクリエーション祭2011事業

魚のつかみ取りに大興奮！

スポレク祭 秋の部 あおきむらで遊ぼう！

９月１１日㈰に青木村総合グラウンド周辺で「スポーツレクリエーション祭2011秋
の部 あおきむらで遊ぼう！」が開催されました。
814人が参加し、魚のつかみ取り（＝写真）や、ストックアウト等を楽しみました。
また、上田地域広域連合消防本部川西消防署主催の「消防ふれあい広場」も同
会場にて開催され、火事を想定したけむり体験、消防車（はしご車）、救急車の試
乗等が行われました。
次回は、
「冬の部」として平成２４年１月７日㈯に上田市市民の森スケート場にて
「スケート場まつり」を開催します。たくさんの方のご参加をお待ちしております。

宇宙をめぐる想い…

科学少年団等人材育成支援事業

星景写真と「はやぶさ君の冒険日誌」パネル展
８月１日㈪から３１日㈬まで、国立長野高専の大西浩次教授（天文学者）の写真展 星
空のある風景写真展 と小惑星探査機「はやぶさ」の7年間にわたる活躍を日誌風に
記録したパネル展を開催しました。16日からは、小惑星探査機に搭載されていたイオ
ンエンジン（実物のモデル）も展示され、約3,000人の方が訪れ、宇宙に思いを馳せな
がら、興味深く観覧しました。
（＝写真）

デジタルアートグランプリ2011 作品募集

地域情報化推進事業

パソコンで制作した自慢のグラフィックスやマルチメディア作品を募集します。
●作品テーマ：元気
（げんき）
●募集対象：一般クラス、
中学生・高校生クラス、
小学生クラス
●募集部門：静止画部門
（静止グラフィック）
、
動画部門
（ビデオ・アニメ等）
応募規定
●応募数：１部門につき一人１点
●応募作品：応募時に他のコンテストにおいて受賞歴のない
作 品。Windows 環 境 で 表 示・動 作 で きる 静 止 画、動 画､
HTML､プログラム等。音声だけの作品は受け付けません。動
画部門は、
ビデオテープ応募可。動作に必要条件がある場合
（プラグインなど）は、応募用紙に併記してください。
●動画部門の時間制限：5 分以内
コンテストの結果発表や
●作品の著作権：作者に属しますが、
広報・宣伝などの活動で、当委員会が複製・利用できるもの
とします。
●著作権処理等：作品内で使用するキャラクター、
デザイン、
音楽などは、
すべて著作権処理や使用条件などをクリアして
おいてください。盗作、無断使用は不可。
●募集締切：平成 23 年 10 月31日㈪
（必着）
※電子メールは、10 月31日㈪ 24:00 の受信分まで有効。

応募方法
当コンテストのホームページ（下記URL）にある応募用紙に必
要事項を記入し、作品と共に送付または添付してください。

表彰内容
グランプリには、賞金20万円を贈るほか、各クラスの部門ごと
に優秀賞、入選、その他各賞を贈呈。

結果発表
12月1日㈭コンテストホームページと各メディアで発表

応募先・お問い合わせ先
デジタルアートグランプリ2011実行委員会事務局
上田市下之郷812-1上田市マルチメディア情報センター内
〒386-1211 ☎39-1000
http://www.umic.jp/2011/contest/index.html

「挑戦なくして未来は開けない」

第２回天文講演会 〜チーム「はやぶさ」の挑戦②〜

小惑星探査機「はやぶさ」に搭載されたイオンエンジン開発者であり、
「はやぶさ」の
くになかひとし
帰還カプセル回収チームの責任者でもあるJAXA/宇宙科学研究所教授 國中均さんの
講演会が、
８月２７日㈯上田創造館で開催されました。
イオンエンジン等の技術開発に際して、幾度となく困難に遭遇したが、
「挑戦なくして
未来は開けない」の信念のもと、絶対にあきらめなかったことや、
「はやぶさ2」の開発
に入り、新たなプロジェクトが進んでいること等をご講演いただきました。
今回に引き続き、シリーズ第３回天文講演会〜チーム「はやぶさ」の挑戦③〜を11月
國中均（くになかひとし）さん
26日㈯上田市マルチメディア情報センターで開催します。講師は、
「はやぶさ」のプロ
（詳しくは８P上田創造館イベント情報をご覧ください）
ジェクトマネージャーでJAXA/宇宙科学研究所教授の川口淳一郎さんです。

親子でのびのび

元気アップひろば事業

「元気アップ親子運動」を開催します！ 参加者募集

「親子で楽しく続けよう！
！」をモットーに地域活 ●日 時： 平成 23 年 11 月12 日㈯ 午前 9 時から12 時まで
動を展開しているNPO法人佐久平総合リハビリ ●会 場：上田市上田原 1612 『上田創造館』体育館
なかむらたかし
●参加費：子ども 100 円、
大人 200 円
（傷害保険代含む）
センター副理事長 中村崇先生をお迎えします。
●持ち物： 体育館用シューズ、
水分補給用飲み物、
タオル等
笑顔と親しみのある語り口にすっと引きこまれ、 ●定 員：100 人
思わず動いてしまう自分を発見できるでしょう！ ●お申込み方法：チラシを１０月の半ば頃に各小学校・保育施設等に配付します。
また、広域連合のホームページに掲載いたしますので、
チラシの裏のお申込み用
どなたでも（親子で・ご家族で・大人の方はお
紙に必要事項をご記入いただき、事前にＦＡＸで（電話でも可）お申込みください。
ひとりでも）ご参加いただけます。ご近所お誘い
●お申込み・お問合せ先：東信レクリエーション協会 ＦＡＸ：０２６８-４９-２３７９
あってご参加ください。
☎090-4461-5423 ※電話での受付時間：午前９時から午後５時まで
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クイズに答えて上田地域の特産品を当てよう！
問題（広報紙をよく読んでね！○には1数字・文字が入ります）
㋐３クリーンセンターで排出された主灰・飛灰は、国
が定めた数値を下回ったことから、今後も従来ど
おり○○処分を行います。
㋑ 平成23年上半期上田広域管内の火災出火原因の
1位は「○○○による火災」でした。注意しましょう！
㋒ 生ごみの発生抑制を目的とした『宴会○○○○
キャンペーン』
にご協力ください。

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
webmaster@area.ueda.nagano.jp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。

広報7月号の答えは、㋐ 7 8 ㋑ イ ン タ ー ネ ッ ト
でした。応募総数212通の中から、10人の方に、
「みすず飴、桑の葉茶ほうじ茶等」が入った「上田市
観光会館の特産品
詰め合わせ」
（ 上田
【応募方法】はがき又はEメールに、①３つのクイズの答え、
市大手）をお送りし
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
ました。たくさんの
のうえ、10月24日㈪必着（Eメールの場合は当日24:00着ま
ご応募ありがとうご
で有効）。Eメールの件名には「広報紙ふるさとプレゼント」と
ざいました。
記入してください。）で応募してください。
広報うえだ広域
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うえだ

歳時記

地域
2011

10

開

秋のイベント目白押し

催 日

上田地域のイベント情報 12011
0月〜12月
年

イベント名（開催場所）

内

8日㈯

第 25 回上田古戦場ハーフマラソン
（上田市：県営上田野球場）

12種目4コース（県営上田野球場出発）

8日㈯・9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） デジタルアート作品作りや工作のイベントほか

8日㈯・9日㈰

火のアートフェスティバル 2011
（東御市：芸術むら公園一帯）

登り窯の炎と煙が織りなす「アートな一日」

9日㈰

ダッタンそば収穫祭
（長和町：緑の花そば館）

ダッタンそばの試食。ダッタンそば製品の紹介や販売

10日 月・祝

鹿教湯温泉

松茸千人鍋に松茸オークション

10日 月・祝

中央分水嶺トレイル逆踏破ツアー
（長和町：和田宿ステーション集合） 八島ヶ原湿原→大門峠 金色のススキに囲まれ歩くトレイル

11日㈫

アクア秋まつり
（雨天中止）
（上田市：アクアプラザ上田）

パトカー・消防車・救急車展示、フリーマーケット

12日㈬

中央分水嶺トレイル踏破ツアー
（長和町：和田宿ステーション集合）

扉峠→美ヶ原高原

14日㈮

まるこシルキーフォーラム 2011
（上田市：丸子文化会館）

堀井正子氏（日本文学研究家）の講演

15日㈯

第 24 回うえだ環境フェア
（上田市：上田創造館）

消費生活、環境等の展示、発表、販売など

15日㈯

海野町フードサミット
（上田市：海野町商店街）

歩行者天国、地元農産物の直売会、アトラクション

16日㈰

室賀温泉ささらの湯 温泉祭
（上田市：室賀温泉ささらの湯）

温泉一周ウォーキング、室賀の里豊年太鼓の演奏など

食・浴の秋祭り
（上田市：鹿教湯温泉）

（上田市：丸子文化会館）
20日㈭〜11月5日㈯ 第 30 回丸子四季の里総合文化祭

2011

11

2011

12

容

雲海と紅葉に色づく秋の高原を訪ねて

総合美術展、茶会、丸子地域芸能祭、華道展、洋らん展

21日㈮・22日㈯

上田地域産業展 2011（上田市：上田城跡公園体育館・上田城跡公園第二体育館） 上田地域内約100の企業・大学等による製品・技術・情報・研究を展示

22日㈯

福祉の森ふれあいフェスティバル
（東御市：東御市総合福祉センター） 「ボランティアの楽しみ方」を学びます

22日㈯・23日㈰

長門牧場

23日㈰

2011 国際交流フェスティバル in Maruko
（上田市：信州国際音楽村） 地域在住外国人との交流。講演や展示、出店など

23日㈰

第 22 回ともしびの里駅伝大会
（上田市：武石地域内コース）

繰り上げスタートがない駅伝大会。うどん、焼きそばなどの売店あり

23日㈰

第２回とっこ館秋まつり
（上田市：塩田の里交流館
「とっこ館」
）

農産物・加工品販売、伝統芸能、スタンプラリーほか

23日㈰

宮入鍛刀道場

熱した鋼と鉄をたたいて鍛える古式鍛錬を公開

29日㈯

トリック・オア・トリート（お菓子がもらえるよ！）
ハッピーハロウィーンＩＮ ＵＥＤＡ ２０１１
（上田市：上田駅前、
４町
（天神・ 仮装パレード、
４町の各イベント
松尾町・海野町・原町一番街）
各商店街イベント会場）

29日㈯・30日㈰

第 10 回真田幸村ロマンウオーク（上田市：上田城跡駐車場➡真田地域自治センター） 真田氏ゆかりの地などをめぐるウオーキングイベント

29日㈯・30日㈰

松尾町フードサロン
「秋の収穫祭」
（上田市：松尾町フードサロン）

29日㈯・30日㈰

総合文化フェスティバル（東御市：東御市文化会館）

市文化協会の皆さんの日頃の学習成果を発表します

29日㈯・30日㈰

新そば祭り
（長和町：立岩和紙の里）

ダッタンそばと普通の蕎麦の食べくらべ

29日㈯・30日㈰

坂城町文化祭
（坂城町：坂城町文化センター他）

絵画・書道などの作品展示と、歌や踊りの発表

29日㈯・30日㈰

長和町総合文化祭
（長和町：長和町民体育館）

作品展示や芸能発表。隣接の柔剣道場にて長和町商工祭も同時開催

5日㈯・6日㈰

第 40 回ともしびの里文化祭（上田市：武石公民館）

文化活動団体等の作品の展示および団体の活動の紹介

5日㈯〜13日㈰

信州上田城けやき並木紅葉まつり
（上田市：上田城跡公園）

上田城の紅葉に合わせ、鉄砲隊の演武他

6日㈰

長和軽トラ市
（長和町：道の駅マルメロの駅ながと）

軽トラックの上での直売

11日㈮〜13日㈰

第 15 回うえだ城下町映画祭
（上田市：上田文化会館）

山田洋次監督作品と映画のまち上田に関係した作品の上映他

12日㈯

くらしを見直そう展
（東御市：中央公民館）

消費生活展がリニューアル！今回のテーマは「節約」です

12日㈯・13日㈰

青木村産業祭２０１１
（青木村：道の駅あおき）

様々なイベントや旬の味覚が大集合！新そば祭り同時開催

19日㈯

ねずみ大根まつり
（坂城町：さかき地場産直売所あいさい）

名物「おしぼりうどん」の振る舞いや大根の収穫体験も

19日㈯

湯の丸スキー場オープン
（予定）
（東御市：湯の丸スキー場）

今シーズンも青空とパウダースノーの湯の丸で思いっきり滑ろう！

19日㈯

恋するトレイル〜イマドキの出会いは山にある
（長和町：和田宿）

落ち葉や木の実で作る可愛いブックマーク他

20日㈰

青島広志の音楽教室
（上田市：丸子文化会館）

青島広志氏の解説付きの音楽劇

23日 水・祝

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・人力車運行など

23日 水・祝

第 25 回丸子地域消費生活展
（上田市：丸子文化会館）

消費生活、環境問題等についての研究発表・展示、物資販売

26日㈯

ライフ・ステージエコー
（坂城町：坂城テクノセンター）

恒例の音楽祭。出演は「箏」の宮西希さん他

3日㈯

恋するトレイル〜イマドキの出会いは山にある〜（長和町：黒耀石体験ミュージアム） クリスマス目前！リース作りと新そばでそば打ち体験

4日㈰

長和軽トラ市
（長和町：道の駅マルメロの駅ながと）

17日㈯

恋するトレイル〜イマドキの出会いは山にある〜
（長和町：長門牧場） クリスマス直前イベント。アイスクリーム作りスノーハイク

秋の収穫祭
（長和町：長門牧場）

新鮮な牛乳で作ったソフトクリームやトラクター乗車体験など

公開古式鍛錬
（坂城町：宮入鍛刀道場）

（上田市：市民の森スケート場）
17日㈯〜2月12日㈰ 市民の森スケート場オープン

野菜市他各種イベント

軽トラックの上での直売。今年最後の軽トラ市
当日は無料開放

17日㈯・18日㈰

メディアランドUEDA クリスマスイベント（上田市：マルチメディア情報センター） センター利用者による体験コーナーや工作イベント

23日 金・祝

第 12 回バリアフリークリスマスコンサート
千住真理子ヴァイオリン・リサイタル
（上田市：丸子文化会館）

ヴァイオリニスト千住真理子によるクリスマスコンサート

今回掲載しきれなかったイベントについては信州うえだ観光 NAVI
（http://www.ueda-trenavi.jp）
で紹介しております。
ぜひご覧ください。
上田市役所 ☎２２-４１００
東御市役所 ☎６２-１１１１
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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
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。

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
企画課
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
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