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うえだ地域浪漫紀行～ 天空の散歩道　美ヶ原高原
ろま ん

所在地：東御市本海野1116

たなか

東御市役所
◎

千曲川

至上田

しなの鉄道

海野宿入口

　海野宿歴史
●民俗資料館

白鳥神社

18

Vol.48
2013年10月

上田市　東御市　青木村　長和町　坂城町

　日本を太平洋側と日本海側に分ける境目を中央分水嶺と呼びます。上田市、長和町にか
けてまたがる中央分水嶺は、全国屈指のトレッキングコースとして親しまれています。
　浅間山、八ヶ岳、富士山、南・北・中央アルプスなど日本を代表する秀峰を一望しながらの
散策は、訪れる人たちをまるで天空を散歩しているかのような気分にさせることでしょう。

上田地域広域連合
シンボルマーク

ぶんすいれい

　海野氏の氏神である白鳥神社。海野氏と義仲の関係は深
く、侍大将、軍師として共に動乱の時代を歩んだと伝わります。
　日本武尊の伝説を縁起とする白鳥神社は、海野氏を先祖
とする戦国の名将、真田氏の氏神としても篤く崇敬されまし
た。境内には鎌倉時代に植えられた神木ケヤキが勇壮にそ
びえ立ち、歴史の盛衰を見つめます。
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あつ

せいすい

すうけい

白鳥神社（東御市）
しらとり

長和町
和田庁舎
◎ 至白樺湖

●丸子クリーンセンター

道の駅マルメロ●

至上田市街地至松本

至諏訪至霧ヶ峰高原

152

142

178

美ヶ原高原

ビ
ー
ナ
ス
ラ
イ
ン

 ●

●

鹿教湯温泉♨

おおや

152

142長和町和田庁舎
◎

◎長和町長門庁舎

美ヶ原高原

至諏訪

至松本

至松本

178

62

254

美ヶ原高原美術館●

ビ
ー
ナ
ス
ラ
イ
ン

しなの鉄道

466

上田市武石地域自治センター

上田市丸子地域自治センター

秋の気配を感じながら、扉峠から中央奥に見える美ヶ原高原を目指します。
10月13日㈰には霧ヶ峰・美ヶ原中央分水嶺トレイル踏破ツアーが行われます。
（問い合せ先：信州長和町観光協会  ☎68-0006）

　

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

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！

イベントについての問い合わせ先
●上田市役所 ☎２２-４１００
●上田市丸子地域自治センター ☎４２-３１００
●上田市真田地域自治センター ☎７２-２２００

●上田市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

5日㈯・
6日㈰

6日㈰

12日㈯

12日㈯・
13日㈰

13日㈰

13日㈰

19日㈯・
20日㈰

20日㈰

26日㈯

26日㈯・
27日㈰

和田宿ステーション秋まつり

大門稲荷神社秋祭り　高辻相撲

手づくりナイフを作ろう！

火のアートフェスティバル2013

ダッタンそば収穫祭

霧ヶ峰・美ヶ原中央分水嶺トレイル
踏破ツアー（表紙参照）

古町豊受大神宮式年遷宮
御遷宮斎行、奉祝大祭

宮入鍛刀道場　公開古式鍛錬

第１６回千曲川クリーンウォーク

2013  秋  長門牧場収穫祭

長和町：和田宿ステーション

長和町：大門稲荷神社

坂城町：中心市街地コミュニティセンター

東御市：芸術むら公園

長和町：緑の花そば館

長和町：美ヶ原

長和町：古町豊受大神宮

坂城町：宮入鍛刀道場

上田市：千曲川市民緑地公園グラウンド

長和町：長門牧場

26日㈯・
27日㈰

26日㈯・
27日㈰

27日㈰

27日㈰

27日㈰
まで

信州立岩和紙の里新そばまつり

第12回真田幸村ロマンウオーク

とっこの里秋まつり

　

長和軽トラ市

鉄の展示館　秋の企画展
第八回お守り刀展覧会

長和町：和紙の里

上田市：上田城跡公園→真田地域自治センター

上田市：塩田の里交流館（とっこ館）

長和町：道の駅

坂城町：鉄の展示館

10月

11月

12月

上旬

2日㈯・
3日㈰

2日㈯～
10日㈰

9日㈯

中山道和田宿新そば祭り

真田の里新そばまつり

上田城けやき並木紅葉まつり

４大学リレー講座「未来学科」①

長和町：和田宿ステーション

上田市：ゆきむら夢工房

上田市：上田城跡公園

上田市：信州大学繊維学部

1日㈰

8日㈰

23日㈪

23日㈪～
25日㈬

うえだ多文化交流フェスタ2013

４大学リレー講座「未来学科」④

エコーバレースキー場
クリスマスイベント

ブランシュたかやまスキーリゾート
クリスマスサービス

上田市：中央公民館

上田市：上田女子短期大学

長和町：エコーバレースキー場

長和町：ブランシュたかやまスキー場

16日㈯

16日㈯・
17日㈰

23日㈯

23日㈯

30日㈯

ねずみ大根まつり

青木村産業祭2013・新そば祭り

第23回海野宿ふれあい祭

４大学リレー講座「未来学科」②

４大学リレー講座「未来学科」③

坂城町：さかき地場産直売所「あいさい」ほか

青木村：道の駅あおき

東御市：海野宿

上田市：長野県工科短期大学校

上田市：長野大学

う
え
だ
地
域
歳
時
記
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烏帽子岳登山コース

烏帽子岳徒走コース

湯の丸
スキー場

地蔵峠

湯の丸自然学習センター

湯の丸高原ホテル

ロッジ花紋

湯の丸
キャンプ場

湯の丸レンゲツツジ群落

湯の丸牧場

旧
鹿
沢

至
嬬
恋
村 棧敷山

鹿沢温泉

湯ノ丸山湯ノ丸山

烏帽子岳烏帽子岳

２０分
４０分

２０分
３０分

２５分

２０分

２５分

３０分 ４５分 ３５分
３５分

１０分

２０分
１５分 １０分

高山植物
高山蝶の宝庫

百番観音

つつじ平

中分岐

鐘分岐鞍  部

尾  根

湯の
丸
高
峰
林
道

湯ノ丸登山コース

ドウダンツツジの小道 臼窪湿原

角間峠
角間山へ

第1ゲレンデ

（２,０６６m）

（２,１０１m）
えぼしだけ

ゆのまるやま

臼窪湿原散策コース

WC

別
所
温
泉

下之郷

見どころポイント！

無料

　木々が紅葉に色付く行楽シーズンがやってきました。自然に囲まれた上田地域には、
たくさんの見どころがあります。季節の移ろいを感じながらハイキング、トレッキングに
出かけてみてはいかがでしょうか。今回はこの秋おすすめの遠足コースをご紹介します。

ハイキングとトレッキングの違いって？

ハイキング、トレッキングの

●上田市観光課 ☎23-5408
●上田市丸子地域自治センター産業観光課 ☎42-1048
●上田市真田地域自治センター産業観光課 ☎72-2204
●上田市武石地域自治センター産業観光課 ☎85-2828

●東御市商工観光課 ☎62-1111
●青木村産業建設課 ☎49-0111
●長和町産業振興課 ☎68-0006
●坂城町産業振興課 ☎82-3111

各市町村の
問い合わせ先

ハイキング（Hiking）
健康のためや、自然や史跡などの
景観を楽しむために軽装で歩く
ことをいいます。最近はウォーキ
ングとも呼ばれます。（食事が主
な目的となる場合は、ピクニック）

トレッキング（Trekking）
山歩きのことをいいます。
登頂を目指す登山に対し、
トレッキングは、山頂には
こだわらず山の中を歩くこ
とを目的とします。 

秋の遠足
ハイキングコース 塩田平の古刹めぐり

①「環境への配慮」あなたの行動が自然、生態系に影響を与えてしまうことも・・・
 ●自分のゴミは持ち帰りましょう。　●動植物などの採取はやめましょう。
 ●トイレを事前に確認しておきましょう。

②「他の人への配慮」気持ちよく歩くために、思いやりの心を忘れずに
 ●基本的に坂は登りが優先です。
 ●自然の中では静かに歩きましょう。静けさ・安らぎや鳥のさえずり・沢の音を楽しむ人もいます。

③「無理をしない」天候や体調に合わせた行動を
 ●服装など十分な備えをし、地図上でコースの事前確認をしましょう。
 ●体調がすぐれなかったら無理な行動をしないようにしましょう。予定を変更して引き返す勇気も必要です。

　今回紹介したコースは、各パンフレットにも掲載されています。
　各パンフレットはお近くの市町村観光担当課・観光協会、宿泊施設、
日帰り温泉施設、道の駅、上田駅観光案内所などでお求めいただけます。

ま
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レ
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ッ
プ

「まち歩きガイドブック」、
「上田地域トレッキングマップ」をご活用ください

その

１ 全長約２時間40分

こ　 さつ

【所要時間・距離】
湯の丸高原地蔵峠・登山口から
山頂まで１００分
【駐車場】
有…湯の丸高原地蔵峠駐車場
　　（無料）
　　普通車 150台
　　大　型 50台

烏帽子岳 （２,０６６ｍ）

【所要時間・距離】
地蔵峠登山口
第一ゲレンデ横からツツジ平
を経て山頂まで80分
【駐車場】
有…湯の丸高原地蔵峠駐車場
　　（無料）
　　普通車  １５０台
　　大　型 ５０台

湯ノ丸山 （２,101ｍ）

秋の遠足に出かけよう！
ハイキング&トレッキング

秋の遠足
トレッキングコース

烏帽子・湯ノ丸トレッキングその

2 全長約４時間

下之郷駅 START

別所温泉駅 GOAL

1 生島足島神社

徒歩40分

2 戦没画学生慰霊
美術館 無言館

徒歩15分

3 前山寺

徒歩12分

4 塩田の館

徒歩4分

5 龍光院

徒歩15分

6 中禅寺

徒歩60分

7 北向観音堂

徒歩15分

　上田市の塩田平一帯には、鎌倉時代から室町時代にかけて造られた神社仏閣など、数多くの文化財が残っ
ています。田園地帯の風景を眺めながら、いざ歴史散策へ。

　浅間連峰の西側に位置する烏帽子岳・湯ノ丸山は、比較的登りやすく、雨の少ない安定した気候と抜群の展望
から、初心者でも安心して登れるコースとして人気があります。上田地域一帯が望める大パノラマは必見です。

薬師堂は、中部日本最古の木造建築物で、
鎌倉初期に建てられたとされています

中禅寺

塩田北条氏の菩提寺。格式ある黒門と
樹齢約600年のケヤキが見事です

龍光院

長野県観光PRキャラクター
「アルクマ」

東部湯の丸ＩＣから２０分
上田駅・佐久平駅からタクシー６０分
田中駅からタクシー３０分
滋野駅からタクシー２５分

アクセス

見どころ
ポイント！

3つの心得
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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 18No.

小さな紙類（雑紙）の出し方（例）

　種類別に、ひもで十文字にしばって資源物回収
などに出してください。

●新聞紙
●雑誌
●ダンボール
●紙パック（牛乳パックなど）
●雑紙 ： チラシ、包装紙、紙袋など
 ： 小さな紙類（トイレットペーパーの芯、メモ

用紙、封筒、お菓子の箱などもリサイクル
可能です）

  ※5ページ参照（写真）

●汚れのついた紙
●臭いの強い紙（洗剤・線香の箱）
●感熱紙（レシートなど）
●アルミコート紙（お酒の紙パックなど中が銀色の
もの）
●防水加工紙（紙製のカップ麺の容器、紙コップなど）
●カーボン紙、ノーカーボン紙（宅配便の複写伝票
など）

●住所、氏名、年齢、性別、電話番号、具体的なごみ減量方法について内容を記入してください。
　（個人情報は、本件に関する問い合わせ以外には使用しません。）
●写真やイラストを可能な範囲でお送りください。
●電子メール、FAX又は郵送にて、10月31日㈭までにお送りください。

※ごみ組成分析とは
ごみの内容などを調査すること。
調査結果は、ごみ減量化・資源化施策を
検討するための基礎データとなります。

なぜリサイクルできないの？
　古紙をリサイクルする時のさまたげになります。
　リサイクル品の質が悪くなったり、製造コストが
　高くなってしまいます。　

◎応募及び問い合わせ先： 上田地域広域連合事務局　ごみ処理広域化推進室
 〒386-0404　上田市上丸子1612　上田市丸子地域自治センター4階
 ☎43-8818　FAX:42-6740　E-mail:gomishori@area.ueda.nagano.jp

■上田クリーンセンターの家庭系可燃ごみの組成分析（H25.6調査）

　上田クリーンセンターに運び込まれた可燃ごみ（家庭ごみ）の組成分析※結果を見ると、生ごみ（厨芥類）が
54.1％と半分以上を占めています。
　また、リサイクル可能な「紙類」が7.1％含まれており、その量は年間約2,000トンと推計されます。
　これらの減量化・再資源化に取り組むことにより、クリーンセンターで焼却するごみをさらに減らすことがで
きます。

ちゅうかいるい

各家庭、職場、学校などで行っているごみ減量方法を募集します。
簡単に取り組める・続けられるアイデア、ごみ減量成功談など、みなさんからの情報をお寄せください。

❶ 応募方法

●広報紙、ホームページに掲載し、紹介させていただきます。
　採用させていただいた方には、粗品を進呈いたします。
●応募いただきましたごみ減量方法について、問い合わせ又は取材等をさ
せていただくこともあります。

❷ 内容紹介等

◎リサイクルできる紙類 □リサイクルできない紙類

生ごみ
54.1％

その他可燃ごみ
10.3％

不燃ごみ  8.9％

草・木類  3.0％

プラ類（容器包装
リサイクルプラ）
0.0％

プラ類（ペットボトル）
0.0％

布類（リサイクル可） 0.3％

布類（リサイクル不可） 1.7％

ぜひ今日から取り組みましょう！

※長和町にお住まい方
束ねられない紙類はストック
ヤード内の専用ネットに直接
出してください。

リサイクル可能な「紙類」
ごみ組成分析時

上田市廃棄物対策課 ☎22-0666
上田市丸子地域自治センター市民生活課 ☎42-3100
上田市真田地域自治センター市民生活課 ☎72-2200
上田市武石地域自治センター市民生活課 ☎85-2311

ごみ分別に関しての各市町村の問い合わせ先
東御市市民課（東部クリーンセンター）
 ☎63-6814
長和町町民福祉課 ☎68-3111
青木村住民福祉課 ☎49-0111

みなさんのアイデア大募集！

メモ用紙

トイレットペーパーの芯

お菓子の箱
使用済みの封筒に入れる

他の雑紙とひもで束ねて資源回収に出す

◎リサイクルできる紙類
　7.1％

□リサイクルできない紙類
　14.6％

もう一度、
点検を

リサイクル
できない紙類は
入れないでね

メモ用紙、
お菓子の箱など…
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読書の秋

●上田市立上田図書館 ☎22-0880
●上田情報ライブラリー ☎29-0210
●上田図書館創造館分室 ☎27-1758
●上田市立丸子図書館 ☎42-2414

●上田市立真田図書館 ☎72-8080
●上田市武石公民館図書室 ☎85-2030
●東御市立図書館 ☎64-5886
●長和町長門図書館 ☎68-4400

問い合わせ先

●青木村図書館 ☎49-0071
●坂城町立図書館 ☎82-3371
●長野大学附属図書館 ☎39-0005
●上田市塩田公民館 ☎38-6883

　各図書館で申込用紙に必要事項（住所、氏名、生年
月日）をご記入の上、お申込みください。また、本人確
認ができるもの（運転免許証、保険証など）もご持参
ください。※本人の申請のみ受付します。
　利用者カードは初回の発行は無料です。
（紛失などで再発行す
る場合は、300円を負
担していただきます。）

利用者カードを作ろう（利用者登録）
●１人１０冊まで（うち雑誌は５冊まで）、２１日間借りる
ことができます。
●上田地域内のどの公共図書館でも返却できます。
●読みたい本がなかったときは、本を予約して取り寄
せることもできます。

本を借りる・本を返す

　パソコンや携帯電話でインターネットを使った蔵書
の検索、本の予約などができます。
　このサービスをご希望の方は、「利用者登録」とは
別に「インターネット予約サービス」の登録が必要に
なりますので、各図書館窓口にお問い合わせください。

インターネット予約サービス

読みたい本を見つけてみよう！ 図書館情報ネットワーク「エコール」

　「読書の秋」は、中国・唐の時代の文人、韓愈が「燈火親
しむべし（涼しく夜の長い秋は、灯火の下での読書に適し
ている）」と詠ったことが由来と言われています。
　よく本を読む人はもちろん、普段あまり読書をしない人
も、この秋、図書館であなただけのお気に入りの一冊を見
つけてみませんか？

　「エコール」とは、上田地域図書館情報ネットワークの愛称で、やまびこの“エコー”（ECHO）と図書館の“ライ
ブラリー”（Library）の頭文字“L”を組み合わせた合成語です。「いつでも・どこでも・誰にでも」を目指してス
タートし、今や上田地域内の約11万3千人の方が利用者登録をされています。（平成25年3月末現在）
　上田地域内の公共図書館などがネットワークで結ばれており、利用者カードがあれば本の予約・貸出・返却がどこ
の公共図書館でも行うことができます。

図書館へ行こう!

エコール加入図書館
上田情報ライブラリー

坂城町立図書館

上田図書館創造館分室

長野大学附属図書館

上田市塩田公民館

青木村図書館

上田市立真田図書館

上田市立上田図書館

東御市立図書館

上田市立丸子図書館

長和町長門図書館

上田市武石公民館図書室
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焼却灰の放射性物質濃度の測定結果をお知らせします

焼却灰の放射性物質濃度（セシウム134・137）の推移

　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、測定結果等をお知らせし
ます。

　放射性物質濃度は、測定を開始した平成２３年７月測定値と
比べ、大幅に減少しています。
　今後も定期的に、放射性物質濃度の測定を続けていきます。

●測定結果は、ホームページで公開中
　http://www.area.ueda.nagano.jp/

● 飛灰➡集じん器のフィルターで捕集したばいじん（ち
り・ほこりなど）

● 主灰➡ごみを燃やした後に残る燃えがら
● キレート処理➡薬剤と上水を混ぜて固形化する処理
● 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

用語解説

そう

飛　　灰

混合灰（飛灰＋主灰）

キレート処理後の飛灰

主　　灰

キレート処理後の飛灰

主　　灰

汚泥焼却灰

測定内容
測定結果（ベクレル/kg）

平成24年7月平成23年7月

120

54

140

不検出

105

不検出

187

910

150

360

76

290

不検出

665

88

24

84

不検出

39

不検出

101

平成25年7月

上田クリーン
センター

丸子クリーン
センター

東部クリーン
センター

清浄園

　広域連合議会10月定例会が10月21日から23日まで3日間の日程で、上田市丸子地域自治センター４階議場にお
いて開催される予定です。
　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。詳しくは、事務局総務課まで
お問い合わせください。

　◎問い合わせ先 ： 総務課 ☎43-8811

広域連合議会を傍聴してみませんか
ぼう ちょう

※不検出とは、検出下限値を下回ったという意味です。

平成23年 平成24年 平成25年

Q. 放射性物質が検出されていますが、施設外に出ていないか心配です。
A. クリーンセンターの主灰、飛灰、清浄園の汚泥焼却灰は施設内で発生するものであり、施設外に飛散していません。

Q. 焼却灰はどのように処分しているのですか？
A. 国からの通知では、８，０００ベクレル／ｋｇ以下の主灰･飛灰は埋立処分ができることから、埋立処分を行っています。
 上田クリーンセンターで発生する主灰の一部と清浄園で発生する汚泥焼却灰は、埼玉県内の業者により、人口砂に
リサイクル化されています。

Q. もう「サラ・さらさ（汚泥焼却灰）」は販売しないのですか？
A. 野菜などの肥料として、ご利用いただいていた「サラ・さらさ」ですが、福島第１原発事故の影響により放射性物質が
検出されて以来、販売は見合わせています。

 ここ数か月間の放射性物質濃度は、1キログラム当たり１００ベクレル程度と、測定開始時と比べると減少していま
すが、もうしばらく濃度の推移を確認したいと考えていますので、当面は販売の予定はありません。

ここが知りたい Q & A
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応募対象 ● 上田地域の小・中学校の児童・生徒
募集作品 ● コンピュータで描いた静止画、動画
テーマ ● 自由
応募方法 ● 募集締め切りまでに、作品のデータCD-R、

DVD-R、DVDビデオ、又は電子メールの添付
ファイルを、※必要事項を添えて送付してくだ
さい。

  ※住所、氏名、電話番号、学校、学年、作品タイ
トル

応募について

募集締切 ● 平成25年10月31日（木）
  ※電子メールは10月31日（木）24:00受信分

まで有効

結果発表 ● 平成25年12月1日（日）
表彰式 ● 平成25年12月14日（土）　場所：上田市マルチメディア情報センター

※賞の種類及び点数に付いては、応募状況により変更する場合があります。

募集期間について

表彰内容

作品表彰について

●募集作品は返却いたしませんので、ご了承ください。
●著作権など、他の人の権利を侵害する作品は応募できま
せん。

●作品の著作権は作者に属しますが、コンクール運営に関
する用途で、実行委員会が自由に複製・利用できるものと
します。
●個人情報は、コンクール運営に関する用途以外には使用
しません。

上田地域（上田市、東御市、青木村、長和町）の小中学生の皆さんを対象に、コンピュータ・グラ
フィックス（コンピュータで描いた絵）のコンクールを開催します。 たくさんの皆さんの応募を
お待ちしています。

注意事項

上田地域こどもCGコンクール実行委員会事務局
〒386-1211　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
E-MAIL：kodomocg@umic.jp
TEL：0268-39-1000
FAX：0268-39-1010

応募受付・問い合わせ先

上田地域こどもCGコンクール実行委員会
（上田地域広域連合、上田市）

主　　催

CG

賞の種類
最優秀賞
優秀賞
入　選
参加賞

点　数
1点
5点
10点

副　賞
図書カード  10,000円分
図書カード  05,000円分
図書カード  03,000円分

応募者全員に記念品を差し上げます

　10月14日月曜日（祝日）午前10
時から上田市上塩尻のアクアプラザ
上田において開催される「アクアプラ
ザ秋祭り」で「消防ふれあい広場」を
開催します。消防車両の展示やレス
キュー体験などを予定しています。
　参加されたお子様を対象に記念品
を差し上げます。（記念品には数に限
りがあります。また、気象条件等によ
り、開催内容の変更や中止になる場
合があります。）

　空気が乾燥し、風の強い日が続く、火災の発生しやすい時季を迎えます。火災予防への意識を高めましょう。

119こちら消防本部

「不注意で  消し去るきみの  夢・希望」
平成２５年度 上田地域広域連合防火標語　　　上田市立塩田中学校3年　大島斐呂さんの作品

平成２５年度　全国統一防火標語

みんなで行こう！ 消防ふれあい広場 参加無料１０月１４日（祝・月）

●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 ..........☎26-0019
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

11月９日（土）～11月１５日（金）

君もカッコイイ消防士だ！

狙いを定めて消火！

火災時の煙の対処法を学ぼう

全国消防救助技術大会に出場

全国大会入賞の須藤消防士

ロープブリッジ渡過とは？
　地上約7mに水平に張られた往復
40mのロープを、往路はセーラー渡
過（ロープ上に腹ばいの体制でロー
プを渡る）、復路はモンキー渡過
（ロープにぶら下がり手足を交互に
掛けながら渡る）で渡り、その安全確
実性と所要時間を競う競技です。全国大会の様子

　平成２５年６月１５日に行われた長野県消防救助技術大会で、救助技術訓練種目
「ロープブリッジ渡過」において、東御消防署 須藤　輝 消防士が優勝しました。
　須藤消防士は、８月２２日に広島市で開催された「第４２回全国消防救助技術大会」
に、関東地区兼長野県代表として出場し、日本中の精強なレスキュー隊員が集まる中、
６位（５１人中）という好成績で入賞を果たしました。
　これからも、有事の際、みなさんのお役に立てるよう訓練を重ねていきます。

と   か

ふるさと基金運用益活用事業

作品募集

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、10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7月号の答えは、①　　　  ②　　　  ③ 　　
でした。応募総数213通の中から、10人の方に、
特産品を贅沢に使
用した「和田宿ス
テーション特産品
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 秋の行楽シーズン。ハイキング、〇〇〇〇〇
〇に出かけてみませんか。

② 小さな〇類を資源にしましょう。
③ 読みたい本を見つけてみよう！上田地域図書
館情報ネットワークの愛称は「〇〇〇〇」です。

1 2た き 火 相 談 員

【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。
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トピックス 展　示

講演会

週末の理科室

コンサート

その他にも楽しい催し物を開催しています。（パソコン講座は終了しました。）
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。

10月7日㈪・12月2日㈪は、
定期清掃等のため休館

「秋の星空と星になったチロ」（投影時間40分）

土曜日 13:30～／15:00～　日曜日・祝日 11:00～／13:30～／15:00～
観覧料金●一般260円／高校・大学生210円／小・中学生110円※団体割引あり（20人以上）●土曜日
は上田市・東御市・青木村・長和町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

日本水彩画会 第58回 上田支部展
10月18日㈮～22日㈫　9:00～16:30
（最終日は16:00で終了）　場所：2F美術館
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。

館内に現れた巨大迷路に大興奮 上田高校化学班による
「クイズこの後どうなるでShow」

工作コーナー。上手くできたかな？

入場無料
第8回 上田創造館
利用団体合同作品展
11月2日㈯～6日㈬　10:00～16:30（最終
日15:00）　場所：1F文化ホール
日頃創造館の施設を利用し、文化活動して
いる皆さんの合同作品展です。

企画展 ～むら（小地域）の子ども集団がつくりだした活動～
「上田小県地域に伝わる子ども仲間が担った行事や祭」
11月29日㈮～12月8日㈰　9:30～16:30　場所：２Fコミュニティーホール大

入場無料

入場無料

秋の星座と神話　

10月19日㈯ 10:00～11:00
場所：4Fプラネタリウム室
☆当日4Fで受付します。直接会
場へお越しください。

楽しい万華鏡づくり たこ作り

12月21日㈯ 9:30～11:30
場所：4F 科学実験室
☆12月18日㈬までに電話でお申し
込みください。

11月2日㈯ 9:30～11:30
場所：4F 科学実験室
☆電話でお申し込みください。

参加無料

参加無料 参加無料

この番組は、天体写真などで知られている藤井旭さんの著書『星になったチロ』を原作にし
ています。藤井さんと愛犬チロとのあたたかい愛情のこもった物語は、60万部を超えるベ
ストセラーになるなど、世代を超えて語り継がれています。
チロといっしょに、星空を見上げてみましょう

第16回 星に親しむ夕べ天文講演会
「アルマ望遠鏡が挑む、星・惑星誕生の謎」

アルマ望遠鏡
チリのアンデス山脈の標高約5,000mに設置された計66台の
高精度パラボラアンテナによって構成された、世界最高の感
度を備えた巨大電波望遠鏡。
日本・台湾・アメリカ・カナダ・ヨーロッパによる国際共同プロジェ
クトによって11年の歳月を経て建設され、2013年10月に全機
が稼動開始する予定である。

【プロフィール】1980年、岡山県倉敷市生まれ。博士（理
学）。国立天文台チリ観測所助教・教育広報主任。専門
は電波天文学、星の形成過程の観測的研究。アルマ望
遠鏡の広報担当として、執筆や講演を行っている。

参加無料

参加無料講演会終了後

【通常の投影時間】

第27回上小地域小中学校児童生徒作品展
12月13日㈮～平成26年1月7日㈫　9:30～17:00　場所：2F美術館
上小地域の子供たちの「絵画・書道・立体作品」を展示します。

入場無料

前回の
作品展の様子

星空コンサート　シャンソンの夕べ「6枚の枯葉」
11月29日㈮ 19:00～20:30（18:30開場）　
チケット：お1人1,000円　上田創造館窓口で11月1日から販売開始
出演：信州シャンソンを楽しむ会一行（榊原舞、井上和子、矢下
美里、山崎さだみ（ピアノ）、近藤聡（ヴァイオリン））

8月5日㈪・6日㈫

10月5日㈯ 19:00～20:30（開場18:30）
場所：上田創造館 4F プラネタリウム室
☆直接会場へお越しください。

星空観望会
10月5日㈯ 20:30～21:30
（観望会のみ参加可）
場所：屋上天体観測室※雨天・曇天の
場合は中止。（プラネタリウム投影）

新しい発見できたかな?!

　上田創造館の夏の恒例イベント、「ふしぎ・なるほど・おもしろサイエ
ンス」が開催され、２日間でのべ1,117人の来場者で賑わいました（写真
左）。長野県工科短期大学をはじめ、上田高校、上田千曲高校など全１１
団体の協力のもと、様々な体験コーナーが用意され、目の前で繰り広げ
られる科学の魔法に、参加者からは感嘆や驚きの声があがりました。

講演者 平 松 正 顕氏
 （国立天文台チリ観測所助教）

まさ　あき

○予定曲
サンフランシスコの6枚の枯葉
ラ・ボエーム
モンマルトルに帰りて　　他

対象：小中学生とその保護者２０人（小学校高学年以上なら子供だけでも可）

 上田市上田原1640　開館時間／9:00～22:00
お問い合わせ・お申込先　☎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上田創造館
（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10月～12月
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うえだ地域浪漫紀行～ 天空の散歩道　美ヶ原高原
ろま ん

所在地：東御市本海野1116

たなか

東御市役所
◎

千曲川

至上田

しなの鉄道

海野宿入口

　海野宿歴史
●民俗資料館

白鳥神社

18

Vol.48
2013年10月

上田市　東御市　青木村　長和町　坂城町

　日本を太平洋側と日本海側に分ける境目を中央分水嶺と呼びます。上田市、長和町にか
けてまたがる中央分水嶺は、全国屈指のトレッキングコースとして親しまれています。
　浅間山、八ヶ岳、富士山、南・北・中央アルプスなど日本を代表する秀峰を一望しながらの
散策は、訪れる人たちをまるで天空を散歩しているかのような気分にさせることでしょう。

上田地域広域連合
シンボルマーク

ぶんすいれい

　海野氏の氏神である白鳥神社。海野氏と義仲の関係は深
く、侍大将、軍師として共に動乱の時代を歩んだと伝わります。
　日本武尊の伝説を縁起とする白鳥神社は、海野氏を先祖
とする戦国の名将、真田氏の氏神としても篤く崇敬されまし
た。境内には鎌倉時代に植えられた神木ケヤキが勇壮にそ
びえ立ち、歴史の盛衰を見つめます。

たけるやまと えんぎ

あつ

せいすい

すうけい

白鳥神社（東御市）
しらとり

長和町
和田庁舎
◎ 至白樺湖

●丸子クリーンセンター

道の駅マルメロ●

至上田市街地至松本

至諏訪至霧ヶ峰高原

152

142

178

美ヶ原高原

ビ
ー
ナ
ス
ラ
イ
ン

 ●

●

鹿教湯温泉♨

おおや

152

142長和町和田庁舎
◎

◎長和町長門庁舎

美ヶ原高原

至諏訪

至松本

至松本

178

62

254

美ヶ原高原美術館●

ビ
ー
ナ
ス
ラ
イ
ン

しなの鉄道

466

上田市武石地域自治センター

上田市丸子地域自治センター

秋の気配を感じながら、扉峠から中央奥に見える美ヶ原高原を目指します。
10月13日㈰には霧ヶ峰・美ヶ原中央分水嶺トレイル踏破ツアーが行われます。
（問い合せ先：信州長和町観光協会  ☎68-0006）

　

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

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！

イベントについての問い合わせ先
●上田市役所 ☎２２-４１００
●上田市丸子地域自治センター ☎４２-３１００
●上田市真田地域自治センター ☎７２-２２００

●上田市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

5日㈯・
6日㈰

6日㈰

12日㈯

12日㈯・
13日㈰

13日㈰

13日㈰

19日㈯・
20日㈰

20日㈰

26日㈯

26日㈯・
27日㈰

和田宿ステーション秋まつり

大門稲荷神社秋祭り　高辻相撲

手づくりナイフを作ろう！

火のアートフェスティバル2013

ダッタンそば収穫祭

霧ヶ峰・美ヶ原中央分水嶺トレイル
踏破ツアー（表紙参照）

古町豊受大神宮式年遷宮
御遷宮斎行、奉祝大祭

宮入鍛刀道場　公開古式鍛錬

第１６回千曲川クリーンウォーク

2013  秋  長門牧場収穫祭

長和町：和田宿ステーション

長和町：大門稲荷神社

坂城町：中心市街地コミュニティセンター

東御市：芸術むら公園

長和町：緑の花そば館

長和町：美ヶ原

長和町：古町豊受大神宮

坂城町：宮入鍛刀道場

上田市：千曲川市民緑地公園グラウンド

長和町：長門牧場

26日㈯・
27日㈰

26日㈯・
27日㈰

27日㈰

27日㈰

27日㈰
まで

信州立岩和紙の里新そばまつり

第12回真田幸村ロマンウオーク

とっこの里秋まつり

　

長和軽トラ市

鉄の展示館　秋の企画展
第八回お守り刀展覧会

長和町：和紙の里

上田市：上田城跡公園→真田地域自治センター

上田市：塩田の里交流館（とっこ館）

長和町：道の駅

坂城町：鉄の展示館

10月

11月

12月

上旬

2日㈯・
3日㈰

2日㈯～
10日㈰

9日㈯

中山道和田宿新そば祭り

真田の里新そばまつり

上田城けやき並木紅葉まつり

４大学リレー講座「未来学科」①

長和町：和田宿ステーション

上田市：ゆきむら夢工房

上田市：上田城跡公園

上田市：信州大学繊維学部

1日㈰

8日㈰

23日㈪

23日㈪～
25日㈬

うえだ多文化交流フェスタ2013

４大学リレー講座「未来学科」④

エコーバレースキー場
クリスマスイベント

ブランシュたかやまスキーリゾート
クリスマスサービス

上田市：中央公民館

上田市：上田女子短期大学

長和町：エコーバレースキー場

長和町：ブランシュたかやまスキー場

16日㈯

16日㈯・
17日㈰

23日㈯

23日㈯

30日㈯

ねずみ大根まつり

青木村産業祭2013・新そば祭り

第23回海野宿ふれあい祭

４大学リレー講座「未来学科」②

４大学リレー講座「未来学科」③

坂城町：さかき地場産直売所「あいさい」ほか

青木村：道の駅あおき

東御市：海野宿

上田市：長野県工科短期大学校

上田市：長野大学

う
え
だ
地
域
歳
時
記
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