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うえだ地域浪漫紀行〜 紅葉に包まれる上田城 上田城跡公園
上田城は、2016年NHK大河ドラマ
「真田丸」
の主人公に決定した真田幸村の父昌幸が
築城した平城で、現在は、上田城跡公園として親しまれています。樹齢100年といわれるけ
かえで
やき並木や楓などの紅葉が見事です。紅葉時期には、
けやき並木の通りがライトアップされ、
幻想的な世界へ誘いこんでくれます。

周辺地図について、
２Pを参照ください。

けやき並木紅葉まつり期間中は、
ライトアップのほか、
鉄砲隊演舞、
紅葉物産展、
上田城本丸跡地の楓

信州うまいもん大集合など多数のイベントが開催されます。

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

上田地域広域連合の
ホームページをリニューアルしました
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２０１６年ＮＨＫ大河ドラマ
「真田丸」
放送決定

真田氏発祥の地・真田の郷を歩こう
1 ゆきむら夢工房
徒歩30分

ます。真田幸村の父昌幸が築いた上田の城下町を、歴史散策してみませんか。
1 真田幸村騎馬像
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至東部湯の丸IC

真田氏歴史館
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武田二十四将として活躍した真
田幸隆をはじめとする真田一族
の歴史を古文書や武具等の豊富
な資料で紹介しています。
館内の展示はわかりやすく配置さ
れており、観覧していくうちに真
田氏の活躍の様子を理解するこ
とができます。

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。
各パンフレットは市町村観光担当課・観光協会、宿泊施設、日帰り
温泉、道の駅、上田駅観光案内所などでお求めいただけます。

真田昌幸着用具足

真田幸村肖像画
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●上田市観光課

信州上田地域トレッキングマップ

信州上田地域の旅「まち歩きガイドブック」、
「信州上田地域トレッキング」をご活用ください。

各市町村の

信綱寺

室町期の創建。真田幸隆の長男、真
田信綱とその妻の墓があります。

柳町の街並み

かつての北国街道の雰囲気を今に伝える柳町。
映画のロケ地にも多く利用されています。

歴代上田城主の甲冑
や重要文化財等、県
宝、養蚕資料を展示・
収蔵しています。

足を伸ばして、角間渓谷の紅葉もおすす
めです。

まち歩きガイドブック

上田市立博物館

真田氏歴史館
真田氏館跡
（御屋敷公園）
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上田バイパス

2

↓
↓

7 池波正太郎

7

↓

上田藩主居館跡

2

上田菅平IC

原
町↓

清明小学校

上田市観光会館

35

144

柳町

6

2

上田城跡公園

4 真田氏本城跡

徒歩5分

GOAL

↓

6 柳町の街並み

↓

至坂城方面

3

↓

徒歩1分

4

↓

街道

旧北国

ふれあいさなだ館

7

↓

3 上田城跡公園

川
矢出沢

5 長谷寺

4

↓

18

徒歩5分

4

RT
STAAL
GO

5 長谷寺
徒歩45分

山家神社

6 信綱寺

保命水

（現上田高等学校）

上田駅

角間渓谷

徒歩45分

18

矢出沢川沿いの土蔵

5 上田市観光会館

144

4 真田氏本城跡
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至菅平高原方面

徒歩1分

徒歩30分
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2 上田藩主居館跡

真田の郷を散策してみてはいかがでしょうか。

3 真田氏館跡

表紙で紹介した上田城跡公園の周辺には、真田氏ゆかりの地や博物館などがあり

START

真田氏発祥の地「真田地域」にもゆかりの地や歴史館等が多数あります。

2 真田氏歴史館
長野県観光PRキャラクター
「アルクマ」

真田氏の城下町・上田城跡公園周辺散策
上田駅

戦乱の時代、信濃の小豪族から身を起こし、天下にその名をとどろかせた真田一族。

START

その

真田氏ゆかりのまち歩きコース

2

真田氏ゆかりのまち歩きコース

真田氏ゆかりの街並みを歩こう
！

木々が紅葉に色付く行楽シーズンがやってきました。2016年には、NHK大河ドラマ
「真田丸」
が放送されますので、一足先に、真田氏が活躍した時代の歴史に思いを馳
せながら、
まち歩きに出かけてみてはいかがでしょうか。
歴史浪漫の舞台、真田氏ゆかりのまち歩きコースをご紹介します。

その

無料

☎23-5408

●東御市商工観光課

☎67-1034

問い合わせ先 ●上田市丸子地域自治センター産業観光課 ☎42-1048

●青木村建設産業課

☎49-0111

●上田市真田地域自治センター産業観光課 ☎72-2204

●長和町産業振興課

☎68-0006

●上田市武石地域自治センター産業観光課 ☎85-2828

●坂城町産業振興課

☎82-3111
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119こちら消防本部
11月９日（日）
〜11月１５日（土）

「もういいかい

火を消すまでは まあだだよ」

平成２６年度全国統一防火標語

参加
無料

当消防本部では、毎年、火災予防の一環として、
「消防ふれあい広場」を開催しています。
今年は、
１０月１３日
（月・祝日）の午前１０時からアクアプラザ上田で開催される
「アクアプラザ秋まつり」に併
せて開催します。当日は消防車両の展示やレスキュー体験、各種体験コーナー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。各コーナーに参加されたお子様には記念品を差し上げます。
（記念品

「火のこわさ 学んで教えて なくす火事」
平成２６年度上田地域広域連合消防本部防火標語

『消防ふれあい広場』開催します １０月１3日（月・祝）

上田市立第六中学校 ２年

は数に限りがありますので、なくなり次第終了となります。気象条件等により、開催内容が変更又は中止になる
場合があります。）

畔上奈々さんの作品

アクアプラザ
上田へ出動だ!

毎年、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冬季を迎えるにあた
り、火災予防に関する意識を地域住民の皆さんに高めていただき、火災の発生を防止し、尊い生命と貴重な財
産の損失を防ぐことを目的としています。
火災予防に心がけていただき、火災のない地域づくりに御協力をお願いいたします。

火災予防7つのポイント
❶ 家のまわりに燃えやすいものを置かない。
❷ 寝たばこやたばこの投げ捨てをしない。
❸ 天ぷらを揚げるときにはその場を離れない。
❹ 風の強いときはたき火をしない。

車両展示コーナー（昨年の様子）
お楽しみコーナー（昨年の様子）

お知らせ

防火基準適合表示制度に基づき、表示マークの掲出等がはじまりました
平成26年８月１日、防火基準適合表示制度に基づき、表示基準に適合しているホテルへ、防火基準適合表示
マークの交付を行いました。

❺ 子どもにはマッチやライターで遊ばせない。
❻ 電気器具は正しく使い、たこ足配線はしない。

この表示制度は、一定の防
火基準に適合している建
物の情報を利用者に提供
し、防火安全体制を図るこ
とを目的にしています。

❼ ストーブには燃えやすいものを近づけない。

油断大敵!!
小分け中は 目を離さない

灯油などの取扱いには
十分注意しましょう！
万が一 灯油などが
流出したら…
• 火災危険が増大し
ます！
• 土や水を汚します！
• 損害賠償責任が
生じます！

灯油などが流出し
たときは、すぐに
お近くの消防署へ
連絡しましょう！

油流出事故にご注意！
！
灯油などの危険物の漏えいは、火災発生の危険はもちろんの
こと、河川等に流入すると、水道水源の汚染や魚類・農作物に深
刻な被害を与え、私たちの生活や環境に影響を及ぼす恐れがあ
ります。
灯油をホームタンクで貯蔵している家庭や事業所等では、十
分注意して漏えい事故を防ぎましょう。

防火基準適合表示制度とは、
平成24年5月に死者7名、負傷者3名を出した広島県福山市のホテル火災を契機に制度化されており、ホテ
ル・旅館等の関係者からの申請に基づき、消防機関が審査した結果、消防法令のほか、重要な建築構造などの基
準に適合していると認められた建物に対して、消防機関から表示マークを交付する制度です。
交付されたホテル・旅館等は表示マークの掲出及びホームページ等において電子データの表示マークを使用
することができるようになります。
【対象となる建物】収容人員３０人以上で地階を除く３階以上のホテル・旅館等

がけましょう！
心
を
検
点
の
日ごろから
4

●問い合わせ先

上田地域広域連合消防本部

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

総務課 ・ 警防課……☎26-0119

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

5

予防課……☎26-0029

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

22
燃やせるごみ減量化に向けて

連載

No.

〜 みんなで減らそう食品ロス 〜

約500〜800万トンの食品ロスの約半分は、一般

れます。このうち食べられるのに廃棄される食品、いわ

家庭からのものです。

ゆる「食品ロス」は、約500〜800万トンと試算され、

家庭での一人当たりの食品ロス量を試算すると、一

我が国の米の年間収穫量約813万トンにほぼ匹敵し

年間で約15㎏におよび、
60食分※の食事に相当します。

ます。

必要な食品を、必要な時

もし、食べ切れなかった

に、必要な量だけ購入しま

場合は、他の料理に作りか

しょう。例えば買い物に出か

えるなど、献立や調理方法

ける前には、冷蔵庫の中を

を工夫しましょう。詳しくは

チェックしてみましょう！

下記URLへ

http://www.caa.go.jp/adjustments/index̲11.html

出典：消費者庁ホームページから

【食品ロスの約半分は一般家庭から】

日本では、年間1,700万トンの食品廃棄物が出さ

❸ 調理でつくり過ぎない。余ったら作りかえる

消費者庁URL

あなたも一年間で60食分の食べ物を無駄にしているかも？！
【食品ロスの現状】

❷ 買い物は必要に応じて

大切なのは、一人一人が「もったいない」を
意識して行動することです。

（※一度の食事で食べるご飯の量を250グラムと仮定）

問い合わせ先：ごみ処理広域化推進室 ☎43-8818

■ 家庭における食品ロスの内訳
（一人1日あたりの食品ロス量）

食事として使用・提
供されていたが、食
べ残して廃棄

食べ残し
11.1g
（27％）

手付かずの食品
7.3g（18％）

捨てられた手付かずの食品例

消費期限切れや賞味期限切
れにより、食事として使用・
提供せずにそのまま廃棄

食べられる部分まで過
剰に除去して廃棄
（例：大根の皮の厚剥き）

1日の
合計
41.0g

ぼう ちょう

広域連合議会を傍聴してみませんか
広域連合議会10月定例会が、10月21日から23日までの日程で、上田市丸子地域自治センター４階議

調理くず
22.6g
（55％）

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。
詳細については、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

出典：農林水産省資料を基に消費者庁にて作成

抽選で10人の方にプレゼント

食品ロス削減のために、できることから始めよう
問題（広報紙をよく読んでね！○には1文字・数字が入ります）

❶ 賞味期限を正しく理解する

①風の〇〇ときはたき火をしない。

■賞味期限と消費期限のイメージ

食品の期限表示は、
「賞味期限」と「消費期限」の
2種類があります。
「賞味期限」は、
「おいしく食べることのできる期限」

品質
劣化が比較的遅いもの

です。賞味期限を過ぎてもすぐに廃棄せず、自分で食

まだ食べられる

べられるかどうかを判断することも大切です。
安全に
食べられる限界

また、
「消費期限」は「期限を過ぎたら食べない方が
よい期限」です。
賞味
期限？

▲
製造日

【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

②家庭での一人当たりの食品ロス量を
試算すると、一年間で15㎏におよび、
〇〇食分の食事に相当します。
③秋の夜長に、静かに瞬く〇〇〇〇を探
してみてはいかがでしょうか。

早く悪くなるもの

▲
消費期限

▲
賞味期限

保存日数

【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、③住所、④氏名、⑤年齢、⑥電話番号⑦広報
紙の感想をご記入のうえ、10月31日（金）必着（Eメール
の場合は当日24:00着まで有効）で応募してください。

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、① 手 当 ② 7 6 4 でした。応
募総数216通の中から、10人の方に、道の駅あお
きより、青木村特産
品 の「 抹 茶 そ ば ー
む」
（新商品）と「コ
ンパラジャム」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。
提供：上田地域観光協議会
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信州上田医療センター医師確保事業に関する調印式が行われました
７月８日（火）
、信州上田医療センターの医師確保事
業に関して、上田地域広域連合、信州大学医学部附属
病院、信州上田医療センター及び上田市、東御市、青
木村、長和町、坂城町は、
「長野県上小医療圏地域医
療再生計画」が平成２５年度に終了した後も、引き続
き地域医療体制の整備に取り組むため、協定書を締結
しました。
協定内容は、各団体がそれぞれの役割と相互連携の
もと、事業の推進を図り、上小医療圏及び坂城町の地
写真左から北村副広域連合長（青木村長）、花岡副広域連合長（東
御市長）、本郷信州大学医学部附属病院長、母袋広域連合長（上田
市長）、森信州上田医療センター院長、羽田副広域連合長（長和町
長）、
宮下坂城町副町長

域医療を充実させることを目的に、協定書の有効期間
である５年間において、地域の安定的な医師確保体制
を確立するよう、最大限の努力を行うとするものです。

上田創造館の
プラネタリウムが
新しくなりました
上田創造館では、老朽化していた投映機器から最新のデジタルプラネタリウム投映機器に更新し、８月１
日からリニューアルオープンしました。最新の映像技術による満天の星空をご覧ください。
９月から１１月までは、下記の番組を投映しています。星座解説の番組もありますので、星空を眺めると
きの参考になります。秋の夜長に、静かに瞬く秋の星座を探してみてはいかがでしょうか。また、スポーツ、
読書、芸術の秋です。上田創造館ではプラネタリウムだけでなく体育館、図書館、美術館などの施設もあ
ります。ぜひ、この秋は、上田創造館にお出かけください。
上田創造館での詳しいイベント情報は、次のページからご覧ください。

コンピュータ・グラフィックス

CG

ふるさと基金運用益活用事業

このコンクールは、上田地域（上田市、東御市、青木村、長和町）の小中学校の皆さんを
対象とした、コンピュータ・グラフィックス（コンピュータで描いた絵）のコンクールです。
皆さんからのたくさんのご応募をお待ちしています。
応募について

宇宙の中で生命が生存できる範囲（エリア）のことをハビタブル
はびたぶるぞ〜ん（約 23 分） ゾーンといいます。
これを面白おかしく番組ナビゲーターの2人
がわかり易く解説します。

秋の星座解説（約19 分）

●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。

※必要事項：住所、
氏名、電話番号、学校、学年、作品タイトル

主

募集期間について
※電子メールは平成２６年 10 月31日
（金）24:00 受信分まで有効

（9月6日㈯〜11月30日㈰まで）

注意事項

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（どのようなテーマでも結構です）
応募方法 ● 募集締切までに、
作品を CD-R、DVD-R、DVD
ビデオ、または電子メールの添付ファイルで、
必要事項と共に送付

募集締切 ● 平成 26 年 10 月31日
（金）

作品募集

秋の投映番組

秋の星座の見つけ方や星座にまつわる
神話の世界をわかりやすく解説した番
組です。
もっと、星座について知りたい方は、下
記の週末の理科室にて、お話しますの
でご参加ください。

催

秋の星座と神話

第２回上田地域こどもCGコンクール実行委員会
（上田地域広域連合、上田市）

作品表彰について

10月18日㈯ 10:00〜11:00
会場 ４Ｆプラネタリウム室

応募受付・問い合わせ先

第２回上田地域こどもCGコンクール実行委員会
〒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
TEL：0268-39-1000 FAX：0268-39-1010
※受賞者には表彰状と副賞、応募者全員に参加賞をお贈りします。 E-MAIL：kodomocg@umic.jp
URL:http://www.umic.jp/2014/kodomocg/
表彰内容 ● 最優秀賞
（1 点）
、優秀賞（5 点）、
入選
（10 点）
結果発表 ● 平成 26 年 12 月 1 日
（月）
表 彰 式 ● 平成 26 年 12 月13 日
（土）
場所：上田市マルチメディア情報センター

参加無料

※直接会場へお越しください

ぼくたち惑星８兄弟（約 20 分）
太陽先生の授業で、惑星の順番や大きさについて、歌等を交えて楽しく
学びます。幼児からも楽しめる番組です。
（８月より投映中）

【投映日時】 土曜日 13：30〜／15：00〜 日・祝日 11：00〜／13：30〜／15：00〜
【投映番組】 １１
：
００〜／１３
：
３０〜「秋の星座解説」
「はびたぶるぞーん」
１５
：
００〜「秋の星座解説」
「ぼくたち惑星8兄弟」
【料
金】 一般260円／高校・大学生210円／小・中学生110円
※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は無料です。
（小中学生1名につき保護者1名）
問い合わせ先：上田創造館（上田地域広域連合企画課）☎23-1111

第 1 回受賞作品から
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上田創造館 上田市上田原1640 開館時間／9:00〜22:00

10月〜12月
って
学
科
トピックス
！
面白い

2014

８月４日㈪・５日㈫に、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日間で延べ１，
１０3人の来場者で賑わいました。
信州大学や長野県工科短期大学校をはじめ、上田高校、上田千曲高校など全１４団体の協力のもと、様々な
体験コーナーや工作コーナーが用意され、不思議な体験や実験・工作に、子どもたちは目を輝かせながら、楽し
んでいました。

体験コーナー

工作コーナー

上田図書館創造館分室

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/

展

示

（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

第６2回 香墨会書道展

入場無料

10月8日㈬〜13日㈪ 9:00〜17:00（最終日は16:00で終了）
会場 2F 美術館
地域で活躍する書道愛好者の皆さんの作品を展示します。

日本水彩画会 第５９回上田支部展

入場無料

10月17日㈮〜２１日㈫ 9:00〜16:30（最終日は16:00で終了）
会場 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。

第９回 上田創造館
利用団体合同作品展
入場無料
11月1日㈯〜5日㈬
10:00〜16:30（最終日は15:00で終了）
会場 １F 文化ホール

日頃、創造館の施設を利用し、文化活
動をしている皆さんの合同作品展です。
[参加団体]上田切り絵同好会、キャノンフォトク
ラブ上田、折り紙同好会、信州上田書票の会、
パッチワークさくら草の会

第２８回 上小地域小中学校
「ＮＨＫ大河ドラマに情熱をかけた 児童生徒絵画・書道・立体作品展
入場無料
仲間たちの想い」
１２月１２日㈮〜平成２７年１月７日㈬
企画展〜ドキュメント〜

会場全体の様子

イベ ント

「光る！色が変わる不思議な化学反応」の様子

「皿まわしにトライ」の様子

第17回 星に親しむ夕べ天文講演会

宇宙から安全を見守る「だいち２号」の活躍

参加無料

地図作成、
地域観測、
災害状況把握、
資源調査などへ貢献した世界最大級の陸域観測技術衛星「だいち」の後継機とし
て、
今年５月に打ち上げられた「だいち２号」の活躍と成果について、
講演いただきます。

10月25日㈯ 19:00〜20:10（開場18:30）
会場 4F プラネタリウム室
たかはし

講演者

ますお

高橋 陪夫氏

（独立行政法人 宇宙航空研究開発機構 主任開発員）
【プロフィール】 1974年、新潟県生まれ。所属は、第１衛星
利用ミッション本部 衛星利用推進センター ミッション推進
室。前部署では、
「だいち」の光学センサの利用研究に従事。
現在は、
「だいち２号」などの地球観測衛星データの利用促
進業務に従事している。

星空コンサート

オーガニック
ソウルシンガー

講演会終了後、
星空観望会を
行います。

湯澤かよこ

長野県伊那市出身で、FM長野のラジオ番組
「echoes」木曜日のレギュラーパーソナリティー
でおなじみの湯澤かよこさんの温かくも力強い
歌声を聴きながら、
最新のデジタルプラネタリウ
ムによる満天の星空をご堪能ください。

11月28日㈮ 19:00〜20:30（開場18:30）
会場 4F プラネタリウム室

チケット：
１人 １，
０００円

※上田創造館窓口で１１月１日から販売開始
出演者：湯澤かよこ、オサカミツオ（ギタリスト）
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11月21日㈮〜12月7日㈰ 9:30〜17:00
会場 ２F コミュニティーホール大

9:00〜17:00
入場無料
会場 2F 美術館
上小地域の小中学生の
「絵画・書道・立体作品」
を展示します。

ＮＨＫ大河ドラマ「真田丸」決定までの足跡とこれか
らの展望をテーマにして、署名簿やパネル等の展示
をします。※１２月１日㈪は休館日のため、観覧できません。

週末の理科室

参加無料

楽しい万華鏡づくり
11月1日㈯ 9:30〜11:30
会場 ４F 科学実験室
定員：
２０名
対象：上小地域の小中学生とその保護者
（小学校５年生以上なら子どもだけでも参
加可）※電話またはＦＡＸでお申込みくだ
さい。
（10月29日㈬まで）

募

集

太陽の観察

参加無料

11月22日㈯ 10:00〜12:00
会場 ４Ｆ プラネタリウム室
※当日４Fにて受付します。
直接会場へお越しください。

教

室

おりがみ教室
11月16日㈰
10:00〜12:00
会場 1F 第4･5研修室
参加費：300円
持ち物：作品を入れる袋
「クリスマス飾りを折る」
※当日お申込みください。

ちびっこ絵画・造形教室「子どもは天才講座」

お子さんと一緒に参加してみませんか？
会場 １F文化ホール 参加費：500円 対象：未就学児（2歳以上）とその保護者
※開催日1ヶ月前から受付開始。参加を希望される方は上田創造館へお問い合わせください。

「おち葉の森のお話の絵を描こう」 11月22日㈯ 10:00〜11:30
「アートなクリスマスケーキづくり」 12月20日㈯ 10:00〜11:30

８月の活動の様子
「川原で拾った石に絵を描こう」

１２月２９日㈪〜１月３日㈯ は年末年始休業のため休 館します。
９Pをご覧ください★ その他にも楽しい催し
10月6日㈪・12月1日㈪は、 ★プラネタリウムの詳細については、
定期清掃等のため休館
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。
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10月
上旬

きのこ祭り

青木村：道の駅あおき

4日㈯・ 和田宿ステーション秋まつり
5日㈰ 長和町：和田宿ステーション

25日㈯・2014 秋 長門牧場 収穫祭
26日㈰ 長和町：長門牧場

15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」ほか

26日㈰ とっこの里秋まつり

上田市：塩田の里交流館（とっこ館）

15日㈯・青木村産業祭2014 新そばまつり
16日㈰ 青木村：道の駅あおき
4日㈯・ ロングトレイルフォーラムin長和町
5日㈰ 長和町：美ヶ原

11月
上旬

中山道和田宿 新そば祭り
長和町：和田宿ステーション

1日㈯・ 真田の里 新そばまつり
2日㈰ 上田市：ゆきむら夢工房

16日㈰ 第18回上田城跡能

上田市：サントミューゼ

22日㈯ ４大学リレー講座「未来学科」③
上田市：信州大学繊維学部

22日㈯・2014年くるみ祭り
23日㈰ 東御市：道の駅雷電くるみの里
23日㈰ 海野宿ふれあい祭
東御市：海野宿

5日㈰

大門稲荷神社秋祭り 高辻相撲
長和町：大門稲荷神社

11日㈯ 国際交流フェスティバル
in Maruko2014
上田市：丸子文化会館

11日㈯・火のアートフェスティバル
12日㈰ 東御市：芸術むら公園

1日㈯〜 上田城けやき並木紅葉まつり
9日㈰ 上田市：上田城跡公園
2日㈰・ 信州立岩和紙の里 新そばまつり
3日㈪ 長和町：立岩和紙の里
3日㈪

カナディアン・ブラスコンサート

30日㈰ うえだ多文化交流フェスタ2014

8日㈯

４大学リレー講座「未来学科」①

12月

9日㈰

黒耀石体験ミュージアム
10周年記念イベント最終回

13日㈯ ４大学リレー講座「未来学科」④

長和町：黒耀石体験ミュージアム

13日㈯ 2015シリーズ文化講演会①

12日㈰ ダッタンそば収穫祭

長和町：緑の花そば館

12日㈰ 黒耀石（こくようせき）体験ミュージアム
10周年記念イベント第5弾

29日㈯・第18回うえだ城下町映画祭
30日㈰ 上田市：上田映劇

9日㈰

上田市：丸子文化会館

上田市：中央公民館

上田市：上田女子短期大学

上田市：長野大学

上田市：丸子文化会館

長和軽トラ市・道の駅収穫祭
長和町：マルメロの駅ながと

長和町：黒耀石体験ミュージアム

23日㈫ エコーバレースキー場
クリスマスイベント
長和町：エコーバレースキー場

18日㈯ 楽しい魚釣りとおいしい川魚料理
上田市：鯉西つけば小屋

23日㈫ 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

18日㈯ 霧ヶ峰・美ヶ原中央分水嶺トレイル
踏破ツアー

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

15日㈯ ４大学リレー講座「未来学科」②
上田市：長野県工科短期大学校

19日㈰ 長和町映画祭

長和町：長門町民センター

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 ☎8８-2345
●坂城町役場 ☎８２-３１１１

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！
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