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うえだ地域浪漫紀行～ 木曽義仲の軌跡
ろま ん き せ き

龍洞山宝蔵寺
（岩谷堂観音：上田市）

りゅうどうざん ほうぞうじ

　木曽で育ち、平家打倒の旗を上げた
義仲がまず目を付けたのが、大門峠、
東山道、北国街道が交わる交通の要
所、現在の上田市丸子の地。数多くの
伝承が伝わる中、龍洞山宝蔵寺（岩谷
堂観音）は義仲の戦勝祈願の地として
知られています。境内には義仲自ら植え
たと言われる樹齢800年の「義仲桜」
が今もなお優美な佇まいをみせます。
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　貴族社会から武家社会へ…。平安時代末期は、日本の歴史上、最大の転換期の一つ
として数えられています。そんな激動の時代、すい星のごとく現れた木曽（源）義仲が、挙
兵と京都上洛への足がかりとして上田地域を選んだことは意外と知られていません。
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http://www.ueda-trenavi.jp

うえだ地域のイベント、観光情報は「観光NAVi」で検索！

ようこそ上田地域広域連合の
ホームページへ

7日㈯

中旬 

１４日㈯

14日㈯

15日㈰

15日㈰

15日㈰

16日㈪
　 まで

21日㈯

21日㈯

28日㈯

第三回全国つるし飾りまつりin別所温泉

第14回あじさい祭り

祢津祇園祭

黒耀トレイル

中央分水嶺トレイル踏破ツアー【Ｃコース】

マルメロの駅ながと15周年記念イベント

第508回岳の幟

画家小松美羽・ふるさと坂城を描く～神ねずみと唐ねこさま

田中祇園祭

上田祇園際

第41回上田わっしょい

上田市：別所温泉

上田市：塩田城跡周辺

東御市：祢津（東町・西宮）

長和町：黒耀石体験ミュージアム

長和町：和田（八島湿原～和田峠）

長和町：道の駅マルメロの駅ながと

上田市：別所温泉

坂城町：鉄の展示館

東御市：田中商店街

上田市：上田中心市街地

上田市：上田中心市街地

イベントについての詳細は、主催市町村担当までお問い合せください
●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

【応募方法】はがき又はEメールに、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㈫必着（Eメールの場合は当日24:00着ま
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
記入してください。）で応募してください。

提供： 上田地域観光協議会

問題

広報4月号の答えは、①　　  ②　　  ③
でした。応募総数236通の中から、10人の方に、
「長門牧場アイスク
リーム詰め合わせ」
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。

（広報紙をよく読んでね！○には1数字・文字が入ります）

① 長年ご使用の家電製品は、部品が劣化し、
発煙・発火のおそれがあります。定期的な
○○を心がけましょう。

② 今年は「日本のロケット開発の父」と呼ばれ
る〇〇英夫博士の生誕100年周年です。

ふ る とさ2 44 2

【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
kikaku@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。

7月 8月 9月
4日㈯

4日㈯

4日㈯

4日㈯

5日㈰

5日㈰

6日㈪

12日㈰

12日㈰

14日㈫

14日㈫

25日㈯

東御市民まつり

町民まつり　坂城どんどん

丸子ドドンコ

青木村夏祭り

第25回信州上田大花火大会

第17回信州爆水ＲＵＮｉｎ依田川

第54回上田七夕まつり（～ 8日）

花市

武石夏祭り（14日、15日）

みまきニュードカンコ

ふる里和田宿宿場祭り

スケッチ大会＆アートチャレンジ

東御市：田中商店街

坂城町：横町・立町通り

上田市：上丸子商店街周辺

青木村：役場特設会場周辺

上田市：千曲川河川敷

上田市：丸子総合グラウンド、依田川、内村川

上田市：海野町商店街

東御市：田中商店街

上田市：武石地域自治センター周辺

東御市：北御牧グラウンド

長和町：和田宿周辺

東御市：梅野記念絵画館

1日㈯
11月25日
まで

2日㈰

8日㈯

9日㈰

15日㈯・
16日㈰

16日㈰

22日㈯

23日㈰

長和軽トラ市

特別展「丸山晩霞の新世界」

長和町映画祭

巨峰の王国まつり

アウトドア・ウィスキーフェスティバル2012

きのこトレイル

中央分水嶺トレイル踏破ツアー【Ｄコース】

鉄の展示館開館10周年記念展覧会
宮入小左衛門行平－祈りのかたち－

長和町：美ヶ原高原美術館駐車場

東御市：丸山晩霞記念館

長和町：長門町民センター

東御市：東御中央公園

長和町：ブランシュ鷹山スキー場

長和町：長門牧場

長和町：和田（和田峠～扉峠）

坂城町：鉄の展示館
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　更に、秋和自治会からは、自治会が実施したア
ンケートの結果を受けて、「自治会をニ分するこ
とから自治会として賛否の意思表示はしない」と
の表明がありました。
●常磐城字蟹町地籍外
　上田市桝網土地改良区及び上塩尻自治会から
同じ趣旨での施設建設反対の申し入れがあり、ま
た、「諏訪部地区にごみ処理施設建設に反対する
会」から「迷惑施設の集中により環境破壊をきた
し、周辺地域の発展は望めない」との反対署名が
提出されました。
●大門字日山地籍
　地元自治会などからの要望で、説明会の開催
や先進地視察を行ってきましたが、平成２４年２
月１日、入大門自治会から応募申請取下げの要
望書が提出されました。

　候補地の適性を判断するためには、簡易環境アセスメントの実施、ボーリング調査など詳細調査に
基づいて、評価項目の対象となるデータの把握・分析が必要なことから、調査のための立ち入りなど、
地元の了承を得るよう努めましたが、ご理解をいただくに至りませんでした。
　したがって現時点では、３候補地ごとのごみ運搬経費の算出のほか、ボーリング調査結果、希少動植
物の有無に関する調査結果や交通量調査結果など既存データの収集にとどまり、より踏み込んだ項目
ごとの評価を行うことはできていません。

ますあみ

おちい

かみしおじり

●秋和字飯島地籍
　上田市桝網土地改良区から「改良区の基盤維持が困難に陥る」、「農業振興に及ぼす影響が大きい」
などの理由から施設建設反対の申し入れがあり、また、上塩尻自治会から「下水終末処理場に関する
施設が複数存在し、不快な思いをしていることに加え、いわゆる迷惑施設の受け入れは住民の理解が
得られないこと」を理由とする施設建設反対の申し入れをいただきました。

ますあみ

かみしおじり

2. 候補地の状況

　上田地域広域連合では、資源循環型社会の構
築を目指し、圏域内の社会活動で日々排出される
ごみの減量、リサイクルと現施設の更新を、圏域
住民の理解を得て進めるため、「ごみ処理広域化
計画」を定め、その実現に取り組んでまいりました。
　その内容は、ごみの排出量を、平成２０年度実
績から平成２７年度までの目標として、８．５％削
減すること、また、現在稼働している上田、丸子、
東部の３クリーンセンターを統合することとし、
その建設候補地の選定を進めてまいりました。

　先の「上田市東山地区自然運動公園隣接山林」候補地については、学識者、住民代表により組織す
る資源循環型施設候補地選定委員会で候補地を決定し、広域連合と上田市で地域の皆様のご理解を
得るため、話し合いを重ねてまいりました。この話し合いにおいては、新たな資源循環型施設の必要性
はご理解いただけたものの、評価内容への疑問、自然環境に対する懸念、健康被害への不安などの意
見が出され、建設反対意見が大きく、平成21年5月11日に候補地としては断念いたしました。

　こうした経過を踏まえ、広域連合の圏域内全域から新たに建設候補地を公募することとし、平成21
年12月1日から平成22年5月31日までの期間において実施した結果、８地区から応募をいただきま
した。応募をいただいた８地区について、候補地選定のための現地調査並びに評価を行いました。評価
は、Ａ・Ｂ・Ｃによる３段階評価で、Ａ評価が全１５項目のうち１０項目以上を適地とし「上田市秋和字飯島
地籍」、「上田市常磐城字蟹町地籍外」及び「長和町大門字日山地籍」の３地区に絞り込みをさせていた
だきました。
　次の段階としては、詳細調査による評価に加えて、地元の合意形成を判断基準として候補地を選定
することとしておりました。

1. はじめに

　平成24年6月7日に開催されました正副連合長会の協議の結果を経て、同日の議会全員協議会
において母袋広域連合長から、資源循環型施設建設候補地の選定について報告がありました。以下
のとおりお知らせします。

資源循環型施設建設候補地の選定について

　施設の概要や必要性、地域振興に関する考え
方などを地域の皆様にご理解いただくため、広域
連合主催の説明懇談会を開催いたしました。
　「大門字日山地籍」での説明懇談会では、応募
申請取下げの意向が強く示され、応募者である
自治会からの意思として、候補地から除外せざる
を得ない状況にあります。
　「秋和字飯島地籍」と「常磐城字蟹町地籍外」
での説明懇談会では、「これ以上の迷惑施設の一
極集中は避け、分散すべきなどの意見のほか、地
域の将来について考える契機としたい」、「具体的な地域振興案の提示の要望」など、ご意見をいただ
きました。
　評価をするための詳細調査ができない状況であること、候補地の住民の皆様との十分な説明の機
会が持てず、地元の合意形成についての判断ができないことから、更なる適地の絞り込みに至らない
状況にあります。

3. 説明懇談会の状況

上田市

東御市

長和町

青木村 上信越
自動車道

しなの鉄道

上田駅

長野新幹線

長和町大門字日山地籍

上田市秋和字飯島地籍

上田市常磐城
字蟹町地籍  外

「秋和字飯島地籍」での説明会の様子

あきわあざいいじま

けねん

ふ

ときわぎあざかにまち ほか だいもんあざひやま

す わ べ

いりだいもん

は あ く

さ

議会全員協議会で報告する母袋広域連合長
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アクアプラザ

千曲川

←西上田駅

用途地域界

→上田駅

下水浄化
センター

常磐城字蟹町地籍 外常磐城字蟹町地籍 外
清浄園ほか用地清浄園ほか用地

資源循環型
施設

上田市常磐城字蟹町地籍  外

資源循環型施設建設に伴う
土地利用計画案

　応募申請取下げなど一連の状況を踏まえ、まず、「大門字日山地籍」については候補地から除外させ
ていただきます。
　上田市の2応募地については、隣接する既存の施設を環境に配慮しながら、イメージアップを目指し
た施設づくりができないか、周辺土地利用も含めた多面的な検討が必要であると、この説明懇談会を
とおして強く感じ、新たに以下の検討を行い提案させていただきます。

　一点目といたしましては、応募地に隣接する広域連合し尿処理施設「清浄園」のあり方についてで
あります。下水道の整備が進み、し尿の収集・処理量は、大幅に減少しているとともに、処理施設の更新
の時期も迎えつつあります。
　この更新に当たっては、設置地域にも配慮し、同じし尿処理もしている下水道処理施設への投入・処
理の可能性について、関係法令・関係機関からの助言を合わせ検討したところ、法的に、また、技術的に
も可能であると受け止めています。
　このことから「清浄園」の廃止と、廃止した場
合の土地利用として、資源循環型施設建設候補
地として、新たに地域の皆様に考えていただけ
ないか提案するものです。

　二点目といたしましては、資源循環型施設は、
安全性に十分配慮した環境保全型施設の建設
を目指していますが、より環境保全を図るため、
周辺に緩衝地帯を設け、緑地や憩いの場、振興
施設などを配することについても、地域の皆様
と検討させていただきたいと考えます。

●　　●

4. 今後の進め方 　資源循環型施設は、焼却熱を活用した発電や余熱利用が可能な施設
でもあります。

　昨今、再生可能エネルギー・クリーンエネルギーによる発電など、環境保
全に対する国民の期待も大きく、緩衝地帯も活用した太陽光発電メガソー
ラーを提案させていただき、地域で検討いただきたいと考えます。
　また、余熱利用も可能なことから、地域の皆様との話し合いによって
は、緩衝地帯に余熱を利用した振興施設の設置とともに、周辺の施設園
芸を行っている皆様にも、熱源を供給し、農業振興支援も提案できるも
のと考えられます。

　緩衝地帯の設置エリアについては、「清浄園」跡地を資源循環型施設
の候補地とした場合、現在応募いただいている「常磐城字蟹町地籍外」を含む北側農地を含め、資源
循環型施設と一体的な土地利用として、地域で検討いただきたいと提案いたします。

　なお、検討した緩衝地帯計画地は、すべてが応募地ではありませんので、この地で引き続き農業を
続けていくことは可能であります。場合によっては、ご希望の方には、もう一つの応募地である「秋和
字飯島地籍」の応募者の皆様と話し合い、代替地をあっせんさせていただくことも考えております。

　また、「秋和字飯島地籍」においても、熱源供給による施設園芸振興など、農業振興支援も可能であ
りますので、こうした点も、地域の皆様にご検討いただくことを提案いたします。

　以上のように、２応募地での地域の状況、説明懇談会での意見も踏まえ、２応募地に「清浄園」用地
を加えた一体的整備など、さまざまな地域のあり方について、地域の皆様と話し合いをさせていただ
きたいと考えます。
　更に、２応募地が所在する上田市に対しまして、広域連合から協力を要請し、取り組んでまいります
ので、ご理解・ご協力をお願いします。

かんしょう いこ

●上田、丸子、東部クリーンセンターと清浄園における焼却灰の放射性物質濃度について、測定結果
については、ホームページ（http://www.area.ueda.nagano.jp/）にてご覧になれます。

　昨年来、微量な放射性セシウムが検出されたため販売
を中止し、施設内に保管していた汚泥焼却灰（サラ・さら
さ）を、４月６日から埼玉県内にある中間処理業者に搬出
し、処分（人工砂にリサイクル）しています。
　今まで保管していた汚泥焼却灰は8月中にすべて搬出
される予定です。今後発生するものも処分を続けます。

清浄園では汚泥焼却灰の処分を進めています。

汚泥焼却灰の搬出の様子

問い合わせ先：ごみ処理広域化推進室 ☎43-8818

緩衝地帯の活用例
メガソーラー（上）　熱源を使った農業施設（下）

問い合わせ先：清浄園 ☎22-2339
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　平成２４年５月上田地域広域連合議会臨時会が、５月２４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。
　臨時会では、合わせて８件の議案が提出され、いずれも同意及び承認・可決されました。

人　　事

条　　例

　東御市市長選挙において当選
された花岡利夫市長の副広域連
合長の選任について同意されま
した。

予　　算

1,940,978 4,516 1,945,494 2,031,320 △ 4.2
補正前予算額 ５月補正額 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上田市議会選出議員13人の改選がありました。　敬称略

上田市議会選出議員の改選がありました

議会代表者会

保健福祉委員会総務委員会

座長 清水　俊治（上田市）
 滝沢　清茂（上田市）
 内堀　勝年（上田市）
 栁澤　旨賢（東御市）
 堀内　富治（青木村）
 小川　純夫（長和町）
 柳澤　　澄（坂城町）

委員長 滝沢　清茂（上田市）
副委員長 堀内　富治（青木村）
 小林三喜雄（上田市）
 井沢　信章（上田市）
 佐藤　清正（上田市）
 清水　新一（東御市）
 久保田由夫（上田市）
 栁澤　旨賢（東御市）
 小川　純夫（長和町）
 深井　武文（上田市）
 柳澤　　澄（坂城町）

委員長 内堀　勝年（上田市）
副委員長 長越　修一（東御市）
 松山賢太郎（上田市）
 山﨑美喜子（東御市）
 宮原　　満（青木村）
 池上喜美子（上田市）
 児玉　将男（上田市）
 原田　恵召（長和町）
 清水　俊治（上田市）
 安藤　友博（上田市）
 大森　茂彦（坂城町）

●上田地域広域連合
　副広域連合長の選任

●上田地域広域連合斎場条例の一部改正　　●上田地域広域連合火災予防条例の一部改正　

【主な内容】 清浄園の放射性セシウムを含む焼却灰の安全な搬出のためのエアシャワー設備等設置工事、空間放射線
量測定機器の購入

●一般会計補正予算（第１号）

事　件　決　議

●上田中央消防署化学消防ポンプ自動車Ⅱ型の購入
●上田南部消防署はしご付消防ポンプ自動車１５m級の購入

　上田地域広域連合議会議員の改選に伴い、次の委員
の選任について同意されました。　敬称略
議会選出監査委員　清水　俊治（上田市議会選出）

●監査委員の選任

　公平委員会委員のうち１人の任期満了に伴い、次の委
員の選任について同意されました。　敬称略
公平委員会委員　岩下　和江（上田市）

●公平委員の選任

関連法令の改正に伴い条例を改正したものです。

一般会計の補正予算が下表のとおり可決されました。

※予定価格2,000万円以上の動産の買入れについては議会の議決が必要になります

契約金額 ： 7,140万円、契約の相手方 ： 第一防災工業㈱

契約金額 ： 8,925万円、契約の相手方 ： ㈱小林ポンプ防災

尾島　勝　議長

花岡利夫　副広域連合長

問い合わせ先：総務課 ☎43-8811

議長　　尾島　勝
副議長　栁澤　旨賢

むねたか

　夏の風物詩である花火を楽しむ季節になりましたね。しかし、花火は取扱いを誤ると火災や火傷などの事故につなが
りかねません。十分注意し、楽しい夏の思い出にしましょう。

　長年ご使用の家電製品は、熱、湿気、ホコリなどにより、部品が劣化し、発煙・発火のおそれがあります。管内でも古く
なった家電製品から火災になった事例があります。次のような症状がみられる場合は、お買い上げの販売店またはメー
カーにご相談ください。

◆夏場は特に、冷房電化製品などを使う機会が増えます。使用上の注意事項を確認のうえ、定期的な点検を心がけ
ましょう。

上田地域広域連合消防職員募集

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

募集予定：10人程度

必要書類

次の条件を満たす方
1. 昭和62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 7月30日㈪～８月10日㈮  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2階 総務課
 （上田市大手2-7-16）
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（http://www.area.ueda.nagano.jp/）
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16日㈰
  午前８時受付開始、午前８時３０分試験開始
場所 上田地域広域連合消防本部 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25年4月1日

問い合わせ先 ： 消防本部 総務課 ☎26-0119

●スイッチを入れても、ファンが回らない
●ファンが回っても、異常に回転が遅かったり不規則
●回転するときに異常な音や振動がする
●モーター部分が異常に熱かったり、焦げくさいにおいがする
●電源コードが折れ曲がったり破損している　など…

●電源コードやプラグが異常に熱い
●電源プラグが変色している
●焦げくさいにおいがする
●ブレーカーが頻繁に落ちる
●室内機から水漏れがする　など…

消防本部からのお知らせ
花火による火災の防止

お宅の家電製品、こんな症状が出ていませんか？

扇風機

エアコン

●風の強い日や乾燥した日の花火はやめましょう
●子供だけで花火はやめましょう
●燃えやすいものがない安全な場所を選びましょう
●水の入ったバケツなどを用意しましょう

花火による
火災を防ぐ
ポイント

ひんぱん
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入場
無料

入場
無料

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

ふしぎと
謎の

大冒険

８月6日㈪・7日㈫
10:00～15:30
文化ホール（1階）

科学っておもしろい！

イラスト：池下章裕

糸川 英夫 博士
（いとかわ ひでお）

1912年7月20日－1999年2月
21日
日本の工学者。専門は航空工
学、宇宙工学。ペンシルロケット
の開発者であり「日本の宇宙開
発・ロケット開発の父」と呼ばれ
る。上田地域には大変ゆかりが
深く、信州国際音楽村のホール
「こだま」の音響工学を担当し
た縁で、上田市尾野山にて晩年
を過す。

日本のロケット開発の父

－独創・逆転の発想－

今年は「日本の宇宙開発・ロケット開発の父」と呼ばれる
糸川英夫博士の生誕100周年。
愛してやまなかった上田地域との関わりを、
コレクション楽器の展示や写真、パネルの展示などで振り返ります。

ペンシルロケットから
小惑星探査機「はやぶさⅡ」まで

8月3日㈮～26日㈰ 9:30～17:00　美術館（2階） 

特別展

9月15日㈯～23日㈰ 9:30～17:00 美術館（2階）
入場
無料 子ども科学館まつり

今回のテーマは「化学」。みなさんの一番身近にある魔法「化学」を
使って、いろんなことを学んでみよう。

きみた
ちの

魔法・化
学新発

見

その他にも各種パソコン教室、週末の理科室、星空観覧会など、楽しい
催し物を開催しています。詳しくはホームページまたは電話でお問い合わせください。

夏の星座と神話　10:00～11:00　4階プラネタリウム室夏の星座の見つけ方を知り、こと座、わし座などにまつわる神話の
世界を楽しみましょう。参加無料 7月7日㈯

ちから
をすい

とる！

ひやす
とみえ

る！

まげる
とみえ

る！

7月2日㈪は、定期
点検のため休館

「夏の星空とオズのまほうつかい」（投影時間40分）

【通常の投影時間】　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　※8月25日㈯から有料。投影は土・日・祝日のみ
●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人につき保護者1人）は無料

突然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、それぞれの願いをかなえるために、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かなうのでしょうか。

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★
8月1日㈬～8月19日㈰

投影時間
●月～土曜日13:30～／15:00～
●日曜日11:00～／13:30～／15:00～

生誕100周年糸川英夫展

昨年の様子

－日本の宇宙開発の足跡を辿る－
糸川英夫博士が開発したペンシルロケットから、一昨年地球に帰
還した小惑星探査機「はやぶさ」、2014年打ち上げ予定で新たな
挑戦に向かう「はやぶさⅡ」までにおよぶ、すばらしき日本の宇宙
開発の足跡を辿ります。
はやぶさ1/2模型、帰還カプセルレプリカ、探査機に搭載されたカ
メラレプリカ、サンプル採取装置、ペンシルロケット実機、特徴的
な人工衛星などを、JAXA宇宙科学研究所から借用し展示します。

たど

福島県郡山市「ふれあい科学館」で
行われた展示の様子

ⒸJAXA

主催： 糸川英夫生誕100周年
 記念事業実行委員会
共催： ㈶上田市地域振興事業団
 ㈶信州国際音楽村
 上田市
 上田地域広域連合

7月21日㈯ 9:30～11:30　場所：東御市中央公民館講堂
顕微鏡を作り、花粉やチョウの羽のリン粉を観察します。
※小中学生(保護者)対象　定員20人、7月18日㈬までに電話でお申し込みください。

出前講座 「手作り顕微鏡で花粉観察」
参加無料

出張！週末の理科室

秋の部あおきむらで遊ぼう

問い合わせ先：スポーツレクリエーション祭2012実行委員会事務局
夏の部：長和町教育委員会 ☎68-2127　　秋の部：青木村教育委員会 ☎49-2224

スポーツレクリエーション祭2012

季節にちなんだ楽しいゲームがいっぱい！たくさんの方の参加をお待ちしております。

会　場：依田窪プール
開催日：平成２４年７月１４日㈯
バナナボート、水鉄砲射的、
水中宝さがしなど

会　場：青木村総合グラウンド
開催日：平成２４年９月９日㈰
ニュースポーツ体験、魚のつ
かみどりなど

夏の部依田窪プールまつり

入場無料

昨年の様子 昨年の魚つかみどりの様子

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/

上田図書館創造館分室からのお知らせ
（直通）☎27-1758
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

おかげさまで

開館25周年
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上田地域広域連合広報紙

うえだ地域浪漫紀行～ 木曽義仲の軌跡
ろま ん き せ き

龍洞山宝蔵寺
（岩谷堂観音：上田市）

りゅうどうざん ほうぞうじ

　木曽で育ち、平家打倒の旗を上げた
義仲がまず目を付けたのが、大門峠、
東山道、北国街道が交わる交通の要
所、現在の上田市丸子の地。数多くの
伝承が伝わる中、龍洞山宝蔵寺（岩谷
堂観音）は義仲の戦勝祈願の地として
知られています。境内には義仲自ら植え
たと言われる樹齢800年の「義仲桜」
が今もなお優美な佇まいをみせます。

たたず

前篇

所在地：上田市御嶽堂84
みたけどう

152

至大屋依田川至塩田

●あさつゆ
丸子総合
体育館
●

●丸子地域
　自治センター●

丸子公園
至長和町至鹿教湯温泉

龍洞山
宝蔵寺

Vol.43
2012年7月

上田市　東御市　青木村　長和町　坂城町

　貴族社会から武家社会へ…。平安時代末期は、日本の歴史上、最大の転換期の一つ
として数えられています。そんな激動の時代、すい星のごとく現れた木曽（源）義仲が、挙
兵と京都上洛への足がかりとして上田地域を選んだことは意外と知られていません。

じょうらく

上田地域広域連合
シンボルマーク

クリッ
ク

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

http://www.ueda-trenavi.jp

うえだ地域のイベント、観光情報は「観光NAVi」で検索！

ようこそ上田地域広域連合の
ホームページへ

7日㈯

中旬 

１４日㈯

14日㈯

15日㈰

15日㈰

15日㈰

16日㈪
　 まで

21日㈯

21日㈯

28日㈯

第三回全国つるし飾りまつりin別所温泉

第14回あじさい祭り

祢津祇園祭

黒耀トレイル

中央分水嶺トレイル踏破ツアー【Ｃコース】

マルメロの駅ながと15周年記念イベント

第508回岳の幟

画家小松美羽・ふるさと坂城を描く～神ねずみと唐ねこさま

田中祇園祭

上田祇園際

第41回上田わっしょい

上田市：別所温泉

上田市：塩田城跡周辺

東御市：祢津（東町・西宮）

長和町：黒耀石体験ミュージアム

長和町：和田（八島湿原～和田峠）

長和町：道の駅マルメロの駅ながと

上田市：別所温泉

坂城町：鉄の展示館

東御市：田中商店街

上田市：上田中心市街地

上田市：上田中心市街地

イベントについての詳細は、主催市町村担当までお問い合せください
●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

【応募方法】はがき又はEメールに、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㈫必着（Eメールの場合は当日24:00着ま
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
記入してください。）で応募してください。

提供： 上田地域観光協議会

問題

広報4月号の答えは、①　　  ②　　  ③
でした。応募総数236通の中から、10人の方に、
「長門牧場アイスク
リーム詰め合わせ」
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。

（広報紙をよく読んでね！○には1数字・文字が入ります）

① 長年ご使用の家電製品は、部品が劣化し、
発煙・発火のおそれがあります。定期的な
○○を心がけましょう。

② 今年は「日本のロケット開発の父」と呼ばれ
る〇〇英夫博士の生誕100年周年です。

ふ る とさ2 44 2

【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
kikaku@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。

7月 8月 9月
4日㈯

4日㈯

4日㈯

4日㈯

5日㈰

5日㈰

6日㈪

12日㈰

12日㈰

14日㈫

14日㈫

25日㈯

東御市民まつり

町民まつり　坂城どんどん

丸子ドドンコ

青木村夏祭り

第25回信州上田大花火大会

第17回信州爆水ＲＵＮｉｎ依田川

第54回上田七夕まつり（～ 8日）

花市

武石夏祭り（14日、15日）

みまきニュードカンコ

ふる里和田宿宿場祭り

スケッチ大会＆アートチャレンジ

東御市：田中商店街

坂城町：横町・立町通り

上田市：上丸子商店街周辺

青木村：役場特設会場周辺

上田市：千曲川河川敷

上田市：丸子総合グラウンド、依田川、内村川

上田市：海野町商店街

東御市：田中商店街

上田市：武石地域自治センター周辺

東御市：北御牧グラウンド

長和町：和田宿周辺

東御市：梅野記念絵画館

1日㈯
11月25日
まで

2日㈰

8日㈯

9日㈰

15日㈯・
16日㈰

16日㈰

22日㈯

23日㈰

長和軽トラ市

特別展「丸山晩霞の新世界」

長和町映画祭

巨峰の王国まつり

アウトドア・ウィスキーフェスティバル2012

きのこトレイル

中央分水嶺トレイル踏破ツアー【Ｄコース】

鉄の展示館開館10周年記念展覧会
宮入小左衛門行平－祈りのかたち－

長和町：美ヶ原高原美術館駐車場

東御市：丸山晩霞記念館

長和町：長門町民センター

東御市：東御中央公園

長和町：ブランシュ鷹山スキー場

長和町：長門牧場

長和町：和田（和田峠～扉峠）

坂城町：鉄の展示館

う
え
だ
地
域
歳
時
記
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