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うえだ地域浪漫紀行～ 風そよぐ稲倉棚田の夏
ろま ん た な だい な く ら
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上田市　東御市　青木村　長和町　坂城町

　上田市殿城地区に広がる稲倉棚田。山裾から谷間に連なるその棚田は、農林水産省
「日本の棚田百選」に認定されています。傾斜地に開かれた田、積み上がった石垣、青々
と健やかに育つ稲。上田地域に残る日本の原風景にさわやかな夏の風がそよぎます。

上田地域広域連合
シンボルマーク

　7月20日（土）に「ほたる火まつり」が行われます。いつ
もは素朴な情景を見せる棚田が、約1,000本のロウソク
の炎によって幻想的に浮かび上がります。

すそとのしろ
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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

6日㈯～ 第四回全国つるし飾りまつりin別所温泉
上田市：別所温泉周辺

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 ●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 

7月 8月 9月

8月17日㈯

8日㈭

4日㈰ 第18回信州爆水RUNin依田川
上田市：丸子総合グラウンド、依田川

5日㈪ 第26回信州上田大花火大会
上田市：常田新橋下流

24日㈯ 第17回上田城跡能
上田市：上田市民会館

24日㈯ スケッチ大会＆アートチャレンジ
東御市：梅野記念絵画館

24日㈯ 黒耀石のふるさと祭り
長和町：鷹山

25日㈰ 古町豊受大神宮式年遷宮注連掛木
曳き付け・建立
長和町：古町

31日㈯ 第3回美ヶ原トレイルラン＆
ウォークinながわ
長和町：鷹山

6日㈫～

10月27日㈰

第55回上田七夕まつり
上田市：海野町商店街

10日㈯・
11日㈰

上田ストリートパフォーマンス×
上田道と川の駅 Summer festa 2013
上田市：道と川の駅

20日㈯～真田氏歴史館 夏の企画展
上田市：真田氏歴史館9月2日㈪

7日㈰ 長和軽トラ市
長和町：道の駅

～ 特別企画展
「真田幸村の遺したもの」第二期
上田市：池波正太郎真田太平記館

9月1日㈰

20日㈯ 稲倉棚田ほたる火まつり
上田市：稲倉棚田

13日㈯ 上田祇園祭
上田市：上田中心市街地

13日㈯・
14日㈰

第15回あじさい祭り
上田市：塩田城跡周辺

14日㈰ 第509回岳の幟
上田市：夫神岳～別所温泉街

14日㈰ 霧ヶ峰・美ヶ原中央分水嶺
トレイル踏破ツアー
長和町：和田峠

8日㈰ 第10回3on3in上田
上田市：上田城跡公園

21日㈯・
22日㈰

巨峰の王国まつり
東御市：東御中央公園

21日㈯・
22日㈰

ウイスキーフェスティバル2013
長和町：鷹山

14日㈯～第8回お守り刀展覧会
坂城町：鉄の展示館

7日㈯ 第４回
真田幸村公出陣ねぷた
上田市：上田中心市街地

上旬 松尾神社例祭 大山獅子
長和町：松尾神社

8日㈰ 東御ワインフェスタ2013
東御市：東御市文化会館
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スポーツレクリエーション祭２０１３
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2013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

詳細はホームページ、チラシなどでご案内します。大勢の方のご参加をお待ちしています！

会　場：依田窪プール
開催日：平成２5年７月１3日㈯
バナナボートや水でっぽう射
的、宝さがしなど

会　場：青木村総合グラウンド
開催日：平成２5年９月8日㈰
魚のつかみどりやニュース
ポーツ体験など

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

レッツ
エンジョ

イ！
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144

175

35
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上田市
市民の森
公園

小玉神社

上田市役所
真田地域
自治センター

真田氏
発祥の郷

神科小学校

真田氏
歴史館本原

小学校

稲倉の棚田

至上田市街

至菅平

荒井

18

浅間サンライン

上信越自動車道

上
田
バ
イ
パ
ス 至東御市

至長野市

中央東
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1位

2位

3位

こんろ 　12件

たき火　 8件

放火の疑い 9件

たき火　 16件

放火の疑い 12件

電灯・電話等の配線 7件

たき火　 ２０件

こんろ 　７件

たばこ 　5件

区　分 平成22年 平成23年 平成24年

119こちら消防本部

★平成２４年中の火災件数とたき火

★過去3年間の出火原因順位（上位３まで）

※たき火に枯草焼き、土手焼きを含みます。

　今年の春は県内各地で火災が多発しています。平成25年5月末現在、上田広域管内では63件の火災が発生し、そのう
ち、たき火による火災は30件を占めます。これは平成24年と比べ34件増であり、過去10年間で最多の火災件数です。

　平成24年中に発生した当管内の火災件数は68件で、そのうち、たき火によ
る火災は20件でした。たき火による火災は出火原因の約3割を占め、火災原因
別で最も多いものです。過去3年間の出火原因（＝下表）をみても上位3位以内
となっています。

◆たき火による火災を防ごう
　空気が乾燥し、風が強く吹く気象条件下では、小規模なたき火や土手焼きであっても、一人ひとりの火の取扱
いに対する“ちょっとした不注意”が原因で、建物や山林へ燃え広がってしまうことがあります。
　たき火をする時はもう一度、次の事項に十分注意しましょう。

たき火を始める前に・・・
・周囲に燃えやすいものがないかチェックしましょう。
・乾燥注意報などが出ているときや、風の強いときはたき火をし
 ないようにしましょう。
・水の入ったバケツを用意するなど消火の準備を忘れずに行いま
 しょう。
・たき火をする場合は、お近くの消防署へ連絡や届出をしましょう。

たき火をしているときに・・・
・火が消えるまで、その場を離れないようにしましょう。
・子供だけでのたき火は絶対させないようにしましょう。
・火の粉が飛ばないように少しずつ燃やし、着衣への着火、やけど
 などに注意しましょう。

たき火が終わったら・・・
・再び燃え出さないよう完全に火が消えたことを確認しましょう。

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　　予防課……☎26-0029
上田中央消防署 .............☎26-0119
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

平成19年5月5日、たき火が原因で発生した林野火災

　平成２５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、上田地域広域連合副広域連合長の選任に関する議案等２件の議案が提出され、いず
れも同意されました。

人　　事

　青木村村長選挙において当選
された北村政夫村長の副広域連
合長の選任について、同意され
ました。　（ 敬称略 ）

　上田地域広域連合議会議員のうち青木村議会及び坂城町議会選出議員４人の改選がありました。　（ 敬称略 ）

青木村及び坂城町議会選出議員の改選

青木村 坂城町
内藤　賢二　総務委員会副委員長（議会代表者会議員）
小林　和雄　保健福祉委員会

塚田　正平　総務委員会（議会代表者会議員）
宮島　祐夫　保健福祉委員会

●上田地域広域連合
　副広域連合長の選任 　公平委員会委員３人のうちの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　　山邉　吉憲　（東御市）
●任期：
平成２５年５月２５日から平成２９年５月２４日までの４年間

●公平委員の選任

北村政夫　副広域連合長

問い合わせ先：総務課 ☎43-8811

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

採用予定人員：6人程度

必要書類

昭和６３年４月２日以降に生まれた者で、
広域連合就職後は広域連合管内（坂城町
を除く）に居住が可能な者

　※ただし、次のいずれかに該当する者は、受験できません。
⑴ 日本の国籍を有しない人
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人

問い合わせ先 ： 消防本部 総務課 ☎26-0119

日時 平成２５年７月２９日㈪～８月９日㈮  午前９時～午後５時
場所 上田地域広域連合消防本部総務課
　　　（上田市大手二丁目７番１６号）
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（上田地域広域連合消防本部総務
課、管内各消防署及び上田地域広域連合事務局
総務課にあります。）

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

③ ８０円切手貼付の定形封筒（規格／長形３号、受
験者の郵便番号・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 平成２５年９月２２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２６年４月１日

上田地域広域連合
消防職員募集します
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抽選で10人の方にプレゼント

【応募方法】はがき又はEメールに、①3つのクイズの答え、
②郵便番号・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208通の中から、10人の
方に、特産品をぜい沢
に使用した「青木村ス
イーツセット」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平成24年中の〇〇〇による火災は出火原
因の約3割を占めます。

②介護〇〇〇は、施設利用者などの相談を受
けています。

③ごみ減量化目標値には、さらに1人あたり年間
〇〇キログラムのごみの減量が必要です。

広 域 化 学 ダ イ オ

【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。

道の駅あおきで好評販売中

キ シ ン

17No.

ごみ減量化にご協力ください

燃やせるごみを減らすための「ちょっとひと工夫」

連載

　上田、丸子及び東部クリーンセンターに、平成24年度に搬入された燃やせるごみは、41,724トンで
した。平成22年度以降、燃やせるごみの量は微増傾向です。
　減量化目標値39,290トン達成のためには、平成24年度に搬入された燃やせるごみの量から
2,434トン（1人あたり年間12キログラム）の減量が必要です。

46,000

44,000

42,000

40,000

38,000

36,000

42,920

燃やせるごみ量の推移

※平成27年度（目標値）
　ごみ処理広域化計画（平成
21年10月策定）における減
量化目標値

（単位：㌧）

40,494
41,017 41,653 41,724

39,290

20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 27年度（目標値）※

リサイクル可能な紙を、燃やせるごみとして排出していませんか。
使用済みの封筒などに入れて、雑紙と一緒に資源回収に。

三角コーナーなどで水をよく切るだけでごみの減量ができます。
コンポストや生ごみ処理機での堆肥化も有効です。

問い合わせ先：ごみ処理広域化推進室 ☎22-5530

【ふせん紙、メモ用紙などの小さい紙もリサイクル可能です】その１

【生ごみは、水分を切り、堆肥化しましょう】その2

介護相談員ってどんなことしてるの？

私たち介護相談員にご相談ください

　介護相談員は、施設利用者やそのご家族などからお話を聞きながら、介護保
険サービスについて相談を受けています。
　また、施設の利用状況を見ながら、施設利用者が安心してより良いサービス
を受けていただくために、施設職員と意見交換や提案も行っています。

介護相談員が訪問しています
　上田地域広域連合では、特別養護老人ホーム、老人保健施設、地域密着型特
別養護老人ホーム、グループホームへ定期的に介護相談員を派遣しています。

問い合わせ先：介護障害審査課 ☎43-8813

相　談　員 訪　問　施　設

●特別養護老人ホーム　▲老人保健施設　◆地域密着型特別養護老人ホーム　■GH（グループホーム）

～安心して介護保険のサービスをご利用いただくために～

（敬称略）

西澤　留男

城下みず江

中村　秀夫

辰野　昌子

池内美恵子

國原　茂夫

ひろのりしおざき

塩崎　紘徳

上原　昌子
まさこうえはら

しげおくにはら

まさこたつの

ひでおなかむら

えじょうした

とめおにしざわ

みえこいけうち

さちこさいとう

よしともいで

齋藤　幸子

井出　吉澄

● 室賀の里（上田市上室賀）

● うえだ敬老園（上田市中央）

● しおがわ敬老園（上田市塩川）

● しものごう敬老園（上田市下之郷）

▲ 介護療養型老人保健施設いずみの（上田市小泉）

■ GHぼうやま敬老園（上田市中央）

● 別所温泉長寿園（上田市別所温泉）

● ラポートあおき（青木村田沢）

▲ ケアホーム上田（上田市中野）

▲ チェリーガーデン（上田市保野）

◆ 上田大手門（上田市中央）

■ GH上田大手門（上田市中央）

■ GH北大手（上田市中央西）

■ 上田病院赤松の家（上田市中央）

■ GHラポートあおき（青木村田沢）

■ GH塩田（上田市中野）

■ ニチイケアセンター上田緑が丘（上田市緑が丘）

●ちいさがたの家（東御市祢津）

● フォーレスト（東御市常田）

● ケアポートみまき（東御市布下）

▲ ハーモニック東部（東御市祢津）

■ GH豊里（上田市芳田）

■ GHフォーレスト（東御市常田）

■ GH御姫尊（東御市祢津）

■ GH桃源郷（東御市祢津）

■ ほのぼのホーム（東御市布下）

■ GH和（東御市海善寺）

● ベルポートまるこ東（上田市中丸子）

● 依田窪特別養護老人ホームともしび（上田市下武石）

▲ ケアまるこ（上田市上丸子）

▲ 依田窪老人保健施設いこい（長和町古町）

■ GH諏訪形（上田市諏訪形）

■ GH梨ノ木荘（上田市大屋）

■ GHにしうち敬老園（上田市西内）

■ GH和田（長和町和田）

■ GHうえだはら敬老園（上田市上田原）

■ GHつばさ（上田市御嶽堂）

● ローマンうえだ（上田市殿城）

● アザレアンさなだ（上田市真田町長）

▲ 御所苑（上田市御所）

▲ ほのぼの（上田市住吉）

◆ サテライト特養 上野の里（上田市上野）

◆ 大畑サテライト（上田市真田町本原）

■ 下原GH（上田市真田町本原）

■ 真田GH（上田市真田町長）

■ 菅平GH（上田市菅平高原）

■ 萩・曲尾GH（上田市真田町傍陽）
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入場無料

8
月

地元の高校生や大学生と一緒に科学実験を体験しよう。

8月1日 （木） ～31日 （土）  
子ども科学館まつり

「夏の星空と星になった蛍」 （投影時間40分）

星になって空で輝きたいと願う蛍と、地上で仲間と楽しそうにしている蛍をうらやましく思
う星が、ある日お互い入れ替わりました。はたしてどんな生活が待ち受けているでしょうか。

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人につき保護者1人）は無料

プラネタリウムの番組案内

デジタル写真発表展作品募集　　
～気軽に発表しよう！ 歓迎！ビギナーズ～ 

第4回 デジタル写真発表展 パソコンで作品作り
「デジタル写真加工と印刷」

●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。
●応募方法 ： B4サイズの黒色画用紙の台紙に、作品を添付し応募してください。
　詳しくは上田創造館窓口、またはホームページをご覧ください。

デジタル写真発表展の作品を作ります
９月6日（金）9:30～12:00
受講料 : 1,200円
発表展に出展する以外の方でも
参加できます

第20回春陽会東北信絵画展

9月13日(金)～24日(火) 
9:00～17:00
場所 : 1Fエントランスホール

企画展
上田地域の地層・化石・鉱物
企画展
上田地域の地層・化石・鉱物
8月1日（木）～31日（土） 9:30～17:00 
場所：２F美術室

岩石・鉱物観察会岩石・鉱物観察会
8月3日（土） 9:00～12:00
場所：上田市丸子地域・武石地域
講師：山辺邦彦（郷土地質研究家）
対象：小中学生
とその保護者
（先着15家族）
電 話または
FAXでお申し
込みください。

募集期間　８月19日(月) ～９月８日(日) 

入場無料

９月22日(日)～29日(日)9:00～16:30（最終日16:00終了）
場所 : ２F美術館

入場無料

8月1日㈭～18日㈰ ●月～土曜日13:30～／15:00～
●日曜日11:00～／13:30～／15:00～

その他にも各種パソコン教室、週末の理科室、星空観望会など、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。

7月8日㈪は、
臨時工事のため休館

7
月 手作り顕微鏡で花粉観察

7月20日㈯ 9:30～11:30
場所：4F 科学実験室
顕微鏡を作り、花粉やチョウの羽のリン粉を
観察します。
対象：小中学生とその保護者（小学校高学年以
上なら子供だけでも可）（先着20人）※7/17㈬
までに電話またはFAXでお申し込みください。

参加無料 星空観望会
7月20日㈯ 19:00～21:00
場所：屋上 天体観測室
金星や土星、月などを天体観
測室で観望します。※雨天・曇
天のときは中止（プラネタリウ
ム投影を行います。）
対象：自由参加昨年の様子

前回の様子

～金星や土星、月のクレータ－をみよう！～

参加無料

昨年の様子 羽化の様子

ぼくらのふるさとには、めずらしい鉱物や

　　化石が見つかるってホント？

上田地域は、かつて海や湖だった時期がありま
した。魚や植物化石のほか、シナノイルカやアケ
ボノゾウの化石も発見されています。昔は各地

に鉱山もあり、鉄鉱石や石炭なども採掘されていました。珍しい鉱物もた
くさん見つかっています。今回、岩石や鉱物の展示、地域の地質の成り立
ちなどの紹介をします。

参加無料

参加無料

アゲハチョウの観察
8月10日㈯ 10:00～11:30　
場所：4F 科学実験室
対象：小中学生とその保護者
（小学校高学年以上なら子供だけでも可）
（先着２０人）
電話またはFAXでお申し込みください。

ふしぎ・なるほど・おもしろサイエンス

8月5日㈪ ・ 6日㈫　10:00～15:30　
場所：1F 文化ホール
対象：自由参加
　　 混雑が予想されます。お車の乗り合わせにご協力ください。

入場無料

9
月

おもしろ・ふしぎ体験広場に参加してみませんか！
毎月第２土曜日 13:30～15:30（7月13日、8月10日、9月14日）
場所：1F エントランスホール
対象：自由参加
科学ボランティアの皆さんと一緒に不思議体験や、昔ながらの遊びを楽しみます。

参加無料

前回の様子

投影時間　

夏休みプラネタリウム無料投影★　　　　　　　　　　　　　★昨年の様子

昨年の作品

昨年の様子

昨年の様子

【通常の投影時間】

入場無料

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/
上田市上田原1640　開館時間／9:00～22:00

ご利用ください！上田図書館創造館分室
（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

楽しい発見がいっぱい！
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上田地域広域連合広報紙

うえだ地域浪漫紀行～ 風そよぐ稲倉棚田の夏
ろま ん た な だい な く ら

みたけどう

Vol.47
2013年7月

上田市　東御市　青木村　長和町　坂城町

　上田市殿城地区に広がる稲倉棚田。山裾から谷間に連なるその棚田は、農林水産省
「日本の棚田百選」に認定されています。傾斜地に開かれた田、積み上がった石垣、青々
と健やかに育つ稲。上田地域に残る日本の原風景にさわやかな夏の風がそよぎます。

上田地域広域連合
シンボルマーク

　7月20日（土）に「ほたる火まつり」が行われます。いつ
もは素朴な情景を見せる棚田が、約1,000本のロウソク
の炎によって幻想的に浮かび上がります。

すそとのしろ

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

6日㈯～ 第四回全国つるし飾りまつりin別所温泉
上田市：別所温泉周辺

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 ●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 

7月 8月 9月

8月17日㈯

8日㈭

4日㈰ 第18回信州爆水RUNin依田川
上田市：丸子総合グラウンド、依田川

5日㈪ 第26回信州上田大花火大会
上田市：常田新橋下流

24日㈯ 第17回上田城跡能
上田市：上田市民会館

24日㈯ スケッチ大会＆アートチャレンジ
東御市：梅野記念絵画館

24日㈯ 黒耀石のふるさと祭り
長和町：鷹山

25日㈰ 古町豊受大神宮式年遷宮注連掛木
曳き付け・建立
長和町：古町

31日㈯ 第3回美ヶ原トレイルラン＆
ウォークinながわ
長和町：鷹山

6日㈫～

10月27日㈰

第55回上田七夕まつり
上田市：海野町商店街

10日㈯・
11日㈰

上田ストリートパフォーマンス×
上田道と川の駅 Summer festa 2013
上田市：道と川の駅

20日㈯～真田氏歴史館 夏の企画展
上田市：真田氏歴史館9月2日㈪

7日㈰ 長和軽トラ市
長和町：道の駅

～ 特別企画展
「真田幸村の遺したもの」第二期
上田市：池波正太郎真田太平記館

9月1日㈰

20日㈯ 稲倉棚田ほたる火まつり
上田市：稲倉棚田

13日㈯ 上田祇園祭
上田市：上田中心市街地

13日㈯・
14日㈰

第15回あじさい祭り
上田市：塩田城跡周辺

14日㈰ 第509回岳の幟
上田市：夫神岳～別所温泉街

14日㈰ 霧ヶ峰・美ヶ原中央分水嶺
トレイル踏破ツアー
長和町：和田峠

8日㈰ 第10回3on3in上田
上田市：上田城跡公園

21日㈯・
22日㈰

巨峰の王国まつり
東御市：東御中央公園

21日㈯・
22日㈰

ウイスキーフェスティバル2013
長和町：鷹山

14日㈯～第8回お守り刀展覧会
坂城町：鉄の展示館

7日㈯ 第４回
真田幸村公出陣ねぷた
上田市：上田中心市街地

上旬 松尾神社例祭 大山獅子
長和町：松尾神社

8日㈰ 東御ワインフェスタ2013
東御市：東御市文化会館

う
え
だ
地
域
歳
時
記

スポーツレクリエーション祭２０１３
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2013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

詳細はホームページ、チラシなどでご案内します。大勢の方のご参加をお待ちしています！

会　場：依田窪プール
開催日：平成２5年７月１3日㈯
バナナボートや水でっぽう射
的、宝さがしなど

会　場：青木村総合グラウンド
開催日：平成２5年９月8日㈰
魚のつかみどりやニュース
ポーツ体験など

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

レッツ
エンジョ

イ！

144

144

175

35

4
上田市
市民の森
公園

小玉神社

上田市役所
真田地域
自治センター

真田氏
発祥の郷

神科小学校

真田氏
歴史館本原

小学校

稲倉の棚田

至上田市街

至菅平

荒井

18

浅間サンライン

上信越自動車道

上
田
バ
イ
パ
ス 至東御市

至長野市

中央東
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