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青木村役場
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郷土美術館

至松本

至上田

国宝大法寺三重塔

道の駅あおき

う ち ゆ

田沢温泉共同浴場「有乳湯」

田沢温泉（青木村）
　藤村が｢千曲川のスケッチ｣の中で、
山国らしい静かな温泉として紹介し
ているのが、飛鳥時代の開湯と言わ
れる田沢温泉です。
　石畳の道、立ち並ぶ木造建築の旅
館、古き良き湯治場の趣を今もなお
色濃く残す温泉宿で、若き日の藤村
は何を想って筆を走らせたのでしょ
うか。楽しい想像は尽きません。

と う じ ば

　上田地域の各地で、数年前から白鳥の越冬が見られるようになりました。
　特に千曲川の恵み豊かな坂城町は、白鳥たちにとってお気に入りのスポットのようです。
「冬の使者」が優雅にその羽を休める様は、すっかり冬の風物詩となっています。

　足柄山の山姥が、丈夫な子どもを産
むためにこの地に訪れ、後に坂田金時
（金太郎）が生まれたという言い伝えか
ら「子宝の湯」とも言われています。

あしがらやま やまんば

うえだ地域浪漫紀行～  「冬の使者」白鳥の飛来  坂城町
ろ ま ん
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（撮影日：平成25年2月21日）

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
●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

9月
1日㈬

1日㈬

1日㈬

1日㈬

5日㈰

5日㈰

14日㈫・
15日㈬

18日㈯

第１５回元旦マラソン・ウォーキング

お正月餅つきイベント

初日の出ツアー・餅つき大会

第43回元旦マラソン

ニューイヤー・クラシックコンサート2014
by東京交響楽団室内合奏団

新春書き初め大会

豊受大神宮　おたや祭り

第20回ライフ・ステージエコー

東御市：田中コミュニティーセンター 

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リゾート

坂城町：文化センター

上田市：丸子文化会館セレスホール

東御市：北御牧公民館 

長和町：豊受大神宮周辺

坂城町：坂城テクノセンター

1月 2月 3月
2日㈰

上旬～
3月上旬

3日㈪

9日㈰

15日㈯

22日㈯～
４月13日㈰

22日㈯・
23日㈰

第11回ぴよぴよレース

スノーハイク　in長和

青木村大節分祭・餅つき大会

第１３回うえだ子ども文化祭

2014シリーズ文化講演会①
吉川精一さん（元NHKアナウンサー）

第９回坂城古雛まつり

うえだ人権フェスティバル～いのち・愛・そして絆～

長和町：ブランシュたかやまスキーリゾート

長和町：美ヶ原高原

青木村：役場

上田市：丸子文化会館セレスホール

上田市：丸子文化会館セレスホール

坂城町：坂木宿ふるさと歴史館・鉄の展示館

上田市：中央公民館

2日㈰

2日㈰

8日㈯

9日㈰

15日㈯

21日㈮・祝

22日㈯

23日㈰

第５１回湯の丸スキー大会

第13回キッズレース

2014シリーズ文化講演会②
中村ブンさん（俳優・シンガーソングライター）

第55回菅平シュナイダー
記念スキー大会（一般大回転）

ひめき雪まつり＆感謝祭

エコーバレースーパーＧ大会

第2回ブランシュカップＧＳ大会

2014シリーズ文化講演会③
落合恵子さん（作家）

東御市：湯の丸スキー場

 

長和町：ブランシュたかやまスキーリゾート

上田市：上田文化会館

上田市：菅平高原

長和町：エコーバレースキー場

長和町：エコーバレー

長和町：ブランシュたかやまスキーリゾート

上田市：真田中央公民館

う
え
だ
地
域
歳
時
記

スポーツレクリエーション祭2013「冬の部」

市民の森スケート場まつり参加者
募集

日　　時

内　　容

主　　催

問合せ先

元オリンピック出場選手によるスケート模範滑走や実力に合わ
せたスケート講習会(①午前９時３０分～、②午前１１時～)、パイ
プ椅子押し競走、パン食い競走など楽しいイベントが盛り沢山。
真田汁の無料ふるまいもあります。

平成26年１月11日㈯  午前9時～午後2時30分
 ※スケート場は午後4時30分まで営業

東信教育事務所 ☎0267-31-0252
上田市教育委員会 ☎0268-23-6372（月～金）
 ☎080-5141-7783（当日）

場　　所 「市民の森スケート場」（上田市芳田3780番地85）

スポーツレクリエーション祭2013実行委員会・上田地域広域連合

（昨年の様子）

貸靴料金
一人1回300円入場無料

ゆるキャラ
大集合！

巨ん太くん・ぷるるちゃん（東御市）
なっちゃん
（長和町）

アルクマ
（長野県）

あかりちゃん
（上田市）

※悪天候によりスケート場が開場できない時は、イベント中止の場合があります。
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歳  出
40億4,091万
8千円

歳  入
42億2,889万

9千円

上田地域広域連合議会
10月定例会

議会報告
　上田地域広域連合議会10月定例会が、10月21日から23日まで
３日間の会期で開催されました。
　定例会では、条例の一部改正、平成２４年度決算認定、平成２５年
度補正予算等の９件の議案、専決処分に関する１件の報告が提出さ
れ、すべての議案・報告について可決または承認がされました。

上 田 地 域 広 域 連 合 ふ る さ と 基 金 条 例 の 一 部 改 正

平成24年度　上田地域広域連合　決算状況

　一般会計、ふるさと基金特別会計及び消防特別会計の補正予算が下表のとおり可決されました。

平 成 2 5 年 度 補 正 予 算

平成25年度10月補正予算
補正後予算額10月補正額補正前予算額

1,945,697

359,658

2,160,489

前年同期予算額

1,945,841

25,561

2,024,000

3,566

64,575

2,333

1,949,263

424,233

2,162,822

（単位：千円）

一 般 会 計 補 正 予 算

ふるさと基金特別会計補正予算

消 防 特 別 会 計 補 正 予 算

金　額

6億8,663万1,182円

目　的

消防救急デジタル無線整備

相手方

長野市　長野市長　鷲沢 正一

　東北信７消防本部で共同整備する消防救急デジタル無線整備事業の発注主体である長野市との業務委託協定の
締結について、可決されました。

消防救急デジタル無線整備の委託に関する協定の締結

契約の金額

31,500,000円

件　名

真田消防署高規格救急自動車

契約の相手方

長野トヨタ自動車株式会社　上田店店長　山崎 博則

●専決処分した真田消防署高規格救急自動車の購入の承認

報　　　　　　　　　　告

＜補正予算の主な使いみち＞
●一般会計補正予算 資源循環型施設先進地視察関係経費、上田創造館施設改修経費を増額しま

した。
●ふるさと基金特別会計補正予算 信州上田医療センターのがん放射線治療装置整備事業補助金を計上しました。
●消防特別会計補正予算 起債の計上に伴い市町村負担金を減額し、消防本部 訓練施設関連経費を計上

しました。

　ふるさと基金に属する財産のうち県助成額について、県知事において処分の承認がなされたときには、その助成額
を処分できるよう条例を改正しました。

平 成 2 4 年 度 決 算 認 定
　平成２４年度一般会計及び特別会計（３会計）の決算が認定されました。
　平成２４年度における一般会計及び特別会計（３会計）を合わせた歳入決算額は、４２億２，８８９万９千円で、前年度と
比較して１，８３４万５千円の減額となりました。また、歳出決算額は４０億４，０９１万８千円で、前年度と比べ４，８０７万９
千円の増額となりました。（詳しくは３ページをご覧ください。）

●上田市 22億8,093万7千円
●東御市 6億5,606万6千円
●青木村 9,940万5千円
●長和町 1億7,233万1千円
●坂城町 362万7千円

使用料及び手数料（8.4％）
3億5,388万1千円
●上田創造館、斎場使用料
●清浄園し尿投入手数料
●クリーンセンターごみ処理手数料
●消防手数料

消防特別会計（49.1％）
19億8,432万6千円
●消防ポンプ自動車購入
●消防・救急無線デジタル化
　実施設計負担金など

介護保険特別会計（5.2％）
2億1,017万8千円
●要介護認定訪問調査委託など

ふるさと市町村圏基金特別会計（0.4％）
1,472万円
●観光振興
●科学少年団等人材育成支援
●スポーツレクリエーション祭
●地域の医療機能の維持等に対する支
援に関する事業（医師研究資金貸与）

繰越金（5.1％）
2億1,771万4千円

県支出金（1.2％）4,965万9千円
●地域医療再生事業補助金、県委任
　事務交付金（消防事務）

財産収入（0.5％）2,145万円
●土地貸付料、基金運用収入

繰入金（0.1％）343万8千円
●老人福祉基金繰入金

国庫支出金（0.3％）
1,343万2千円
●緊急消防援助隊設備
　整備費補助金

分担金・負担金（76.0％）
32億1,236万6千円

連合債（3.7％）
1億5,750万円
●消防施設整備事業債

一般会計（45.3％）
18億3,169万4千円

特別会計（54.7％）
22億922万4千円

清浄園費（10.3％）
4億1,564万6千円
●乾燥焼却施設修繕など

クリーンセンター費（20.4％）
8億2,832万5千円
●上田クリーンセンターの修繕など
　4億4,689万6千円
●丸子クリーンセンターの修繕など
　1億8,012万2千円
●東部クリーンセンターの修繕など
　2億130万7千円

創造館費（2.4％）
9,631万1千円
●指定管理料、改修工事など

大星斎場費、依田窪斎場費（3.9％）
1億5,791万6千円
●施設の修繕など

議会・総務管理・選挙管理委員会・監査委員・
社会福祉・老人福祉・保健衛生・清掃費（8.3％）
3億3,349万6千円

諸収入（4.7％）
1億9,945万9千円
●地方交付税配分金（消防設備、
清浄園、クリーンセンター建設な
どに伴う起債償還に対して交付
税措置されたもの）など

●議会傍聴のご案内
　広域連合議会２月定例会が、平成２６年２月２４日㈪から26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、傍聴できますので、お気軽にお出かけください。

●請願・陳情
　広域連合議会２月定例会で審査を希望される請願・陳情を、次のとおり受け付けています。
　　提出期限 ： 平成２6年2月5日㈬ 正午まで
　　提 出 先 ： 上田地域広域連合議会事務局（上田市丸子地域自治センター４階　上田地域広域連合事務局総務課内）

問い合わせ：総務課　☎43-8811　FAX.42-6740
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119こちら消防本部

●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

　上田中央消防署に配置されている35メートル級はしご付消防自動車は、国の整備指針に
基づき、平成25年12月5日から平成26年3月31日まで整備工場にて分解点検していま
す。この期間中、はしご車の出動が必要になった場合は、上田南部消防署、佐久広域連合消
防本部、千曲坂城消防本部のはしご車が出動します。

あなたのお宅は大丈夫？
　日ごと寒さが増すこれからの季節は、暖房器具の使用頻度が高くなるにつれ、灯油などの暖房用燃
料が漏れる事故が多く発生します。
　灯油をホームタンクで貯蔵しているご家庭や事業所では、下記に十分注意し、漏えい事故を防ぎま
しょう。

日 ご ろ の 注 意 点
①ホームタンクの器具・配管に腐食や亀裂がないか確認しましょう。
②ホームタンクの固定状況を確認し、転倒を防ぎましょう。
③定期的にホームタンクの灯油の残量を確認しましょう。
④屋根からの落雪によるホームタンクの破損に注意しましょう。
⑤ホームタンクのからの万が一の油漏れに備え、防油提（灯油の
流出を防ぐための受皿）を設置しましょう。

小分けをするときは・・・
①小分け中は、絶対にその場を離れないようにしましょう。
②来客や電話があった場合は、必ずバルブを閉めてから対応しま
しょう。
③小分けした後は、バルブを完全に閉鎖したことを確認しましょう。

☆灯油漏れに気付いたら☆
万が一、灯油などを流出させてしまったときは、
速やかに、お近くの消防署（下記参照）、市役所・
町村役場、県地方事務所に通報しましょう。

上田中央消防署はしご車の点検・整備を行っています

1職員の任免及び職員数　
❶ 職員の採用及び退職の状況

※人件費には共済費、特別職に支給される報酬などを含みます。

2職員の給与の状況
❶ 人件費の状況

勤務時間、休憩時間の状況（平成24年4月1日現在、標準的なもの）

❷ 職員給与費の状況

平成25年度
採用者数

平成24年度
退職者数

10人 3人

平成24年度　歳出決算額（A)
4,040,918千円

うち人件費（B）
2,086,784千円

人件費の占める割合（B/A）
51.6% 

3職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

1週間の勤務時間
38時間45分

勤務時間
8：30～17：15

休憩時間
12：00～13：00

閉　　庁　　日
土曜日・日曜日・祝日・12月29日から翌年1月3日まで

7職員の福祉及び利益の保護の状況

5職員の服務の状況

4職員の分限及び懲戒処分の状況

※職員数は平成24年４月1日現在の人数です。※職員手当には退職手当を含みません。

職員数
（A）

236人

給　　与　　費

906,026千円 234,102千円 336,954千円 1,477,082千円
給　料 職員手当 期末・勤勉手当 計（B）

1人当たり給与費
年額（B/A）
6,258千円

❶ 公務災害の認定状況 ❷ 不利益処分に関する不服申し立ての状況など
区　分

公 務 災 害
通 勤 災 害

認定件数
1件
1件

6職員の研修及び勤務成績の評定の状況
❶ 職員研修の状況 ❷ 職員の勤務評定の状況

区　分
一 般 研 修
職 場 研 修
専 門 研 修

内　　　　容
新規採用研修
メンタルヘルス研修、交通安全研修　など
職種別研修、他機関主催の専門研修　など

延人数
010人
130人
134人

区　　分
勤務条件に関する措置の要求の状況
不利益処分に関する不服申し立ての状況

件　数
0件
0件

従事の状況
営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員などの地位を兼ねるもの
自ら営利を目的とする私企業を営むもの
報酬を得て事業若しくは事務に従事するもの（各種統計調査員報酬など）

許可数
0人
0人
1人

評定の時期

評定の
対象期間

評定の対象者

年２回

前期 ： 4月1日から9月30日まで
後期 ： 10月1日から3月31日まで

全職員（育児休業等の職員を除く）

※職員数は一般職に属する職員数であり、休職者、派遣職員などを含み非常勤職員を除いています。

❷ 職員数の状況（各年度４月１日現在）
区　分

平成２5年度
平成24年度
増　減　数

事務局 斎場・清浄園・クリーンセンター 消　防 合　　計
25人
25人
0人

17人
18人
－ 1人

201人
193人
8人

243人
236人
7人

上田地域広域連合人事行政の運営等の状況
　「人事行政の運営等の状況の公表に関する条例」に基づき、上田地域広域連合職員の任用、給与、服務等について、
平成２４年度の概要をお知らせします。        

❸ 職員互助会の設置及び活動状況 主な事業

職員が負担する会費

平成24年度決算の状況

慶弔費支給、体力向上事業

給料月額の1000分の3

歳入 8,001千円（うち広域連合からの補助金1,648千円）
歳出 7,019千円

地方公務員法第42条に基づく職員の保健、元気回復そ
の他福利厚生に関する事業を「上田地域広域連合職員
互助会」が行っています。職員互助会は、職員からの会
費と広域連合からの補助金により運営されています。 

分限処分
人　数

0人

内　訳

降任 ０人
免職 ０人
休職 0人

分限処分とは、公務の能率の維持と適正な
行政運営の確保の目的から、地方公務員法
第28条の規定に基づき、職員が職責を果
たすことが期待できないときに、職員の意
に反して行う処分です。 

懲戒処分
人　数

0人

内　訳

戒告 0人
減給 ０人
停職 0人
免職 ０人

懲戒処分とは、職員に法令等の違反、職務
上の義務の違反、全体の奉仕者としてふさ
わしくない非行のあった場合等に行う、地方
公務員法第29条の規定に基づく処分で
す。 

も

　火災のない楽しいお正月を迎えるために、火の用心!７つのポイントをおさらいしましょう。また、お出かけ前、お休
み前には必ず火の元を点検しましょう。

● 寝たばこやたばこの投げ捨てはしない。
● コンロで火を使っているときは、その場を離れない。
● 家の周りに燃えやすい物を置かない。
● 風の強いときは、たき火をしない。
● 子どもには、マッチやライターで遊ばせない。
● 電気器具は正しく使い、たこ足配線をしない。
● ストーブの周りには、燃えやすい物を置かない。

火の用心!
つの
ポイント７

お知らせ
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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 19No.

◎ごみ減量のアイデアは随時募集中。ご応募をお待ちしています。

　本紙10月号で募集しました「あなたの家のごみ減量法を教えてください」にお寄せいただいたアイデアの中
から、簡単でユニークな取り組みを紹介します。

　エコ・ハウス（上田市リサイクル活動拠点施設）運営ボランティア団体（エコサポート２１）の太田さんと関川さん
から、コンポストを設置する畑や庭がない方でも、「ぱっくん」を使って簡単に生ごみ堆肥化ができる方法を紹介し
ていただきました。

「ぱっくん」についての問い合わせ先
　エコ・ハウス　☎23-5144　上田市天神3-11-31　上田クリーンセンター敷地内
　運営ボランティア常駐時間　午前10時から午後4時まで
「ぱっくん」についての詳しい説明
　上田市HP：ホーム ＞ 暮らし ＞ ごみ ＞ エコ・ハウス ＞ ぱっくん(生ごみ堆肥化)

　「ぱっくん」とは、園芸用資材としてよく使われる「ピートモス」と「もみ殻くん炭」を混ぜ合わせた基材で、
「エコ・ハウス」で購入できます。

◆「ぱっくん」を使ってみたい、詳しく知りたい

　上田市中丸子にお住まいの田口さんから、簡単で、美味しいエコクッキングによる、生ごみの減量の取組を
紹介していただきました。

　長野県では、食品の廃棄を減らそうと、県民運動として呼びかけを行っています。
　●外食するときは、頼みすぎない。
　●宴会時の幹事さんは、宴会開始時には「残さず食べよう」、お開き前には「ある
を尽くして」と呼びかけましょう。

～食べ残しを減らそう県民運動～　冬の「宴会たべきりキャンペーン」

●ダンボールと基材（エコ・ハウスで購入できます）があれば、特別な容
器や機械はいりません。
●冬でも室内で簡単に取り組めます。
●生ごみを可燃ごみとして処分しないので、可燃ごみの有料指定袋の
使用数とごみ出し回数が減ります。
　（太田さんのご自宅では、10ℓ袋で概ね２週間に１回　大人３人家族）

500gの生ごみを毎日処理すると ⇒ 500g/日×30日×12か月
1年間で180kgの
生ごみが処理できます。

1. 用意するもの
①ダンボール（みかん箱程度の大きさ、紙の厚さが
厚いもの）

②「ぱっくん」（基材）

③通気性のある布（虫が入らないようふたに使い
ます）

④園芸用スコップ（かき混ぜるときに使います）

⑤土台（木片、プラスチック製苗箱など）

3. 堆肥化の準備
①3か月程使用すると基材がべたつき黒っぽくなり、
生ごみが分解しにくくなってきます。（アンモニア
臭が合図）
　⇒基材交換の時期です。

②使用済みの基材を土と混ぜ、2か月程寝かせるこ
とで、堆肥として利用できます。（堆肥として利用
できない場合は、ビニールに入れて「エコ・ハウス」
にお持ちください）

2. 生ごみを入れよう
①ダンボールに「ぱっくん」を入れる。

②ダンボールを土台の上に置き、通気が良い場所に
設置する。

③水切りをした生ごみを新鮮なうちに入れる。

④１日約500gまでを目安に生ごみを入れ、園芸用
スコップでよくかき混ぜる。（3か月くらい使えま
す）

ぱっくん

上田市民の方
上田市民以外の方

４00円（購入補助200円により実質200円）
500円

補助申請に印鑑が必要です。
金　額（20ℓ入り） 備　考

●食材を無駄にしないために
●冷蔵庫にメモを張り、食材の在庫管理をしています。
●消費期限が迫ってきたものは「先に使いましょうコーナー」を設け、
献立を立てています。

●野菜も無駄なく調理
●大根の皮や人参の皮は、冷凍保存し、きんぴらやみそ汁の具に。
●キャベツの芯や人参の皮は、洋風スープの具に。
●ほうれん草は、根元までおいしくいただけます。

ながのけん
リサイクル
キャラクター
クルるん

太田さん、関川さん

田口さん

大根の皮や人参の皮を使ったきんぴら ほうれん草のおひたしは根元まで

食材
メモ

生ごみ堆肥化の取り組み～ダンボールコンポスト「わくわくボックス ぱっくん」～1

エコクッキングの取り組み2

問い合わせ先：ごみ処理広域化推進室 ☎43-8818

がら たん
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●上田創造館

●大星斎場

●依田窪斎場

●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

12月29日㈰から1月3日㈮まで

12月31日㈫正午 から1月2日㈭正午まで

01月01日㈬から1月3日㈮まで

12月31日㈫から1月5日㈰まで

12月31日㈫から1月5日㈰まで

01月01日㈬から1月4日㈯まで

12月29日㈰から1月5日㈰まで

23-1111

22-0983

42-4851

22-0666

43-2131

63-6814

22-2339

1月4日㈯から

1月2日㈭正午から

1月4日㈯から

1月6日㈪から

1月6日㈪から

1月5日㈰から

1月6日㈪から

施設名 TEL休館・休業日 開館・開業日

各施設の年末年始の休館・休業をお知らせします

※5日は一般持込みゴミのみ※事業系持込みごみは30日午前まで
※31日は収集のみ

●上田市立上田図書館

●上田情報ライブラリー

●上田図書館創造館分室

●上田市立丸子図書館

●上田市立真田図書館

●上田市立武石公民館図書室

●東御市立図書館

●長和町長門図書館

●青木村図書館

●坂城町立図書館

●長野大学附属図書館

●上田市塩田公民館

12月28日㈯から1月4日㈯まで

12月28日㈯から1月4日㈯まで

12月28日㈯から1月4日㈯まで

12月28日㈯から1月4日㈯まで

12月28日㈯から1月4日㈯まで

12月28日㈯から1月4日㈯まで

12月27日㈮から1月4日㈯まで

12月28日㈯から1月4日㈯まで

12月28日㈯から1月4日㈯まで

12月29日㈰から1月3日㈮まで

12月26日㈭から1月5日㈰まで

12月28日㈯から1月5日㈰まで

22-0880

29-0210

27-1758

42-2414

72-8080

85-2030

64-5886

68-4400

49-0071

82-3371

39-0005

38-6883

1月5日㈰から

1月5日㈰から

1月5日㈰から

1月5日㈰から

1月5日㈰から

1月5日㈰から

1月5日㈰から

1月5日㈰から

1月5日㈰から

1月4日㈯から

1月6日㈪から

1月6日㈪から

施設名 TEL休館・休業日 開館・開業日
図

　書

　館

広
域
連
合
の
施
設

　上田地域（上田市、東御市、青木村、長和町）の小中学生を対象とした、コンピューターグラ
フィックス（CG）の作品コンクールが開催されました。ＣＧは、ゲーム、ウエブサイトなど幅広い
分野で使用され、職業として、また趣味としても注目されています。
　コンクールは今年度から新たに開催したもので、コンピューターを使った作品づくりに取り組
むことで、地域の子どもたちの創造性を育むことを目的としています。
　応募作品の審査が行われ、応募総数100作品の中から、１７作品が受賞されました。

CG
ふるさと基金運用益活用事業

審査
結果

久保田優希さん （北小学校1年） 栁澤　香衣さん （城下小学校5年）
児玉　結音さん （城下小学校3年） 山岸　千春さん （丸子中央小学校2年）
Mioさん （滋野小学校5年） 小林　　司さん （青木小学校5年）
鴻巣　有希さん （青木小学校5年） 花見　貴弘さん （青木小学校5年）
坂井　正樹さん （青木小学校5年） 片山　聖斗さん （青木小学校5年）
田中　姫乃さん （丸子中学校3年）

ゆ　　の

ゆう き  

み お

ゆ 　き

まさ  き

ひ め  の

か　　い

ち　はる

たかひろ

つかさ

まさ　と

最
優秀賞

優秀賞

優秀賞

優秀賞

優秀賞

優秀賞

【作品名】次元をあやつる男
 かず  や

池田　倭弥さん
（青木小学校5年）

【作品名】まどべで

児玉　菜緒さん（城下小学校６年）

【作品名】草原にホース

土屋　侑大さん（滋野小学校5年）

【作品名】Halloween Night

小林　知弘さん（第六中学校2年）

【作品名】ほうせきとにじ色のしゃぼん玉

木下　夏美さん（丸子中央小学校3年）

【作品名】海の朝

渡邉　祐輔さん（北御牧小学校4年）

【コメント】
いっぱいある線を書くのがむ
ずかしかった。今までパソコン
をあまりやっていなかったの
で、そうさがむずかしかった。

入選

な　お

ゆうだい

ち  ひろ

ゆうすけ

なつ み 

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、1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10月号の答えは、①　　　　　 　　②　　  
③　　　　　でした。応募総数234通の中から、
10人の方に、道の
駅雷電くるみの里
より、「東御市くる
みセット」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 これからの季節は〇〇漏れにご注意く
ださい。

② 〇〇〇〇〇コンポストを使って簡単に
生ごみ堆肥化ができます。

③ 第１回上田地域こども〇〇コンクール
が開催されました。 

紙ト レ ッ キ ン グ
エ コ ー ル

【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

イベント

お知らせ

　国立天文台チリ観測所助教である平松正顕さん（写真左）による講演会が、10月5日㈯に開催
されました。
　当日は７４人の天文ファンが集まる中、平松さんは、標高5,000mのアンデス山脈に位置する

アルマ望遠鏡（写真右）によって、今まで推測でしかなかった宇宙の
秘密が次々と解明されていることなどを熱心に講演されました。
　計66台のパラボラアンテナで構成されたアルマ望遠鏡設置の面
積は18.5㎢（山手線の内側とほぼ同じ）と広大で、東京から大阪に
落ちている１円玉が見えるほどの能力を持っています。
　講演の最後、平松さんからの「最大の謎である生命誕生の起源が
分かる日も近いのでは」との言葉に、会場は大きな期待と高揚感に
包まれました。

その他にも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。

「冬の星空とジャックと豆の木」（投影時間40分）
3月16日㈰まで 【投影日時】 毎週土曜日　13:30～／15:00～
   日曜日･祝日（振替休日も）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]

プラネタリウムの番組案内

第27回 上小地域小中学校児童生徒作品展
平成26年1月7日㈫まで　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

2014上小地域水墨画展
2月13日㈭～2月19日㈬
　9:00～17:00（最終日16:00まで）
　　  2F美術館
上小地域の水墨画愛好者の方々の
作品を展示

入場無料第10回 上小地域美術
作品展2014　
1月2６日㈰～2月２日㈰
　9:30～16:30（最終日16:00まで）
　　  2F美術館
上小地域で活躍
されている作家
の作品を展示し
ます。（絵画・工
芸・農民美術・彫
刻・書道）

入場無料

“すごいなァー、アルマ望遠鏡”
生命誕生の秘密に迫る

平成26年度おもしろ科学少年団
【申込期間】 3月２日㈰～８日㈯　　【申込】 上田創造館 受付窓口（先着順）
【対象・定員】 上田市、東御市、青木村、長和町の小学生・中学生　◇各グループ15名
【年 会 費】 2,000円（通信費・活動のための保険等）※別途材料費がかかります。
◆活動は、4月スタート　詳細は、ホームページをご覧ください。

12月29日㈰～平成2６年１月3日㈮は年末年始休業のため休館。3月3日㈪は定期清掃のため休館。

上田創造館 絵手紙展
３月1４日㈮～2３日㈰　9:０0～1７:00　　　 1Fエントランスホール
絵手紙本来の目的に返り、送る相手を想って出す手紙を展示します。

入場
無料

～絵手紙にまごころを託して～

昨年の様子

おもしろ科学少年団の活動を見てみよう 2月８日㈯ 9:30～11:30
※地層・化石・鉱物グループは
　２月15日㈯となります

団員募集！

科学あそび 科学工作 地層･化石・鉱物 自然探検

【第６回】 
子どもは天才講座～絵画・造形発表展～

凧展
1月12日㈰まで
協力：信州上田常
田凧保存会、築地
凧の会
入場無料

入場無料

子どもの世界、のぞいてみませんか？
3月20日㈭～23日㈰
　9:00～17:00（最終日は16:00まで）
　　  2Fコミュニティーホール大・小
当館主催「子どもは天才講座」の未就学児親子で
活動した参加者による子ども達の作品展

ワークショップ【当日参加】 3月２２日㈯　13:30～15:０0
☆彡こね・ぐちゃ小麦粉遊びで、アートなクッキー作り？
～遊ぶ・作る・食べる～ 先着20名（2歳～小学生3年生）※事前申込み(2月22日㈯から申込み開始)

[随時開催]

みんな大好き！　

　　クレパス遊び
！

入場無料

作って・遊んで・親子で体験！

1月4日㈯～6日㈪
　10:00～12:00　　　 文化ホール

2014 お正月あそび大会2014 お正月あそび大会

お手玉・こま・はねつきなどを楽しみましょう！
●けん玉認定会（4日・5日のみ）
●お手玉級位認定会（５日のみ）
●おもちゃ病院開院 

― 恒例　新春企画 ―

まさあき

昨年の様子

天文講演会

絵手紙展作品募集
2月9日㈰～3月9日

㈰

会場

会場

会場

会場

会場

 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1月～3月
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143

田沢温泉

運動公園

至鹿教湯温泉

青木村役場

青木村
郷土美術館

至松本

至上田

国宝大法寺三重塔

道の駅あおき

う ち ゆ

田沢温泉共同浴場「有乳湯」

田沢温泉（青木村）
　藤村が｢千曲川のスケッチ｣の中で、
山国らしい静かな温泉として紹介し
ているのが、飛鳥時代の開湯と言わ
れる田沢温泉です。
　石畳の道、立ち並ぶ木造建築の旅
館、古き良き湯治場の趣を今もなお
色濃く残す温泉宿で、若き日の藤村
は何を想って筆を走らせたのでしょ
うか。楽しい想像は尽きません。

と う じ ば

　上田地域の各地で、数年前から白鳥の越冬が見られるようになりました。
　特に千曲川の恵み豊かな坂城町は、白鳥たちにとってお気に入りのスポットのようです。
「冬の使者」が優雅にその羽を休める様は、すっかり冬の風物詩となっています。

　足柄山の山姥が、丈夫な子どもを産
むためにこの地に訪れ、後に坂田金時
（金太郎）が生まれたという言い伝えか
ら「子宝の湯」とも言われています。

あしがらやま やまんば

うえだ地域浪漫紀行～  「冬の使者」白鳥の飛来  坂城町
ろ ま ん

所在地：小県郡青木村大字田沢
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青木村役場
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郷土美術館

至松本

至上田

国宝大法寺三重塔
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18

にしうえだ

うえだ

至大屋

千曲川

築地
バイパス

上田バイパス

至長野 至長野

●
● 道と川の駅

千曲公園

ねずみ

鼠橋
（撮影場所）

しなの鉄道

（撮影日：平成25年2月21日）

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
●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

9月
1日㈬

1日㈬

1日㈬

1日㈬

5日㈰

5日㈰

14日㈫・
15日㈬

18日㈯

第１５回元旦マラソン・ウォーキング

お正月餅つきイベント

初日の出ツアー・餅つき大会

第43回元旦マラソン

ニューイヤー・クラシックコンサート2014
by東京交響楽団室内合奏団

新春書き初め大会

豊受大神宮　おたや祭り

第20回ライフ・ステージエコー

東御市：田中コミュニティーセンター 

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リゾート

坂城町：文化センター

上田市：丸子文化会館セレスホール

東御市：北御牧公民館 

長和町：豊受大神宮周辺

坂城町：坂城テクノセンター

1月 2月 3月
2日㈰

上旬～
3月上旬

3日㈪

9日㈰

15日㈯

22日㈯～
４月13日㈰

22日㈯・
23日㈰

第11回ぴよぴよレース

スノーハイク　in長和

青木村大節分祭・餅つき大会

第１３回うえだ子ども文化祭

2014シリーズ文化講演会①
吉川精一さん（元NHKアナウンサー）

第９回坂城古雛まつり

うえだ人権フェスティバル～いのち・愛・そして絆～

長和町：ブランシュたかやまスキーリゾート

長和町：美ヶ原高原

青木村：役場

上田市：丸子文化会館セレスホール

上田市：丸子文化会館セレスホール

坂城町：坂木宿ふるさと歴史館・鉄の展示館

上田市：中央公民館

2日㈰

2日㈰

8日㈯

9日㈰

15日㈯

21日㈮・祝

22日㈯

23日㈰

第５１回湯の丸スキー大会

第13回キッズレース

2014シリーズ文化講演会②
中村ブンさん（俳優・シンガーソングライター）

第55回菅平シュナイダー
記念スキー大会（一般大回転）

ひめき雪まつり＆感謝祭

エコーバレースーパーＧ大会

第2回ブランシュカップＧＳ大会

2014シリーズ文化講演会③
落合恵子さん（作家）

東御市：湯の丸スキー場

 

長和町：ブランシュたかやまスキーリゾート

上田市：上田文化会館

上田市：菅平高原

長和町：エコーバレースキー場

長和町：エコーバレー

長和町：ブランシュたかやまスキーリゾート

上田市：真田中央公民館

う
え
だ
地
域
歳
時
記

スポーツレクリエーション祭2013「冬の部」

市民の森スケート場まつり参加者
募集

日　　時

内　　容

主　　催

問合せ先

元オリンピック出場選手によるスケート模範滑走や実力に合わ
せたスケート講習会(①午前９時３０分～、②午前１１時～)、パイ
プ椅子押し競走、パン食い競走など楽しいイベントが盛り沢山。
真田汁の無料ふるまいもあります。

平成26年１月11日㈯  午前9時～午後2時30分
 ※スケート場は午後4時30分まで営業

東信教育事務所 ☎0267-31-0252
上田市教育委員会 ☎0268-23-6372（月～金）
 ☎080-5141-7783（当日）

場　　所 「市民の森スケート場」（上田市芳田3780番地85）

スポーツレクリエーション祭2013実行委員会・上田地域広域連合

（昨年の様子）

貸靴料金
一人1回300円入場無料

ゆるキャラ
大集合！

巨ん太くん・ぷるるちゃん（東御市）
なっちゃん
（長和町）

アルクマ
（長野県）

あかりちゃん
（上田市）

※悪天候によりスケート場が開場できない時は、イベント中止の場合があります。
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