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うえだ地域浪漫紀行～   白糸のような艶やかさ  唐沢の滝
ろま ん あで

環境にやさしいベジタブルインク
を使用しています
●再生紙を利用しています

　毎年、大勢の観光客やスポーツ合宿のアスリートで賑わう菅平高原の入口にある唐
沢の滝。高さ15メートル、幅 10メートルの滝の周りには水しぶきが上がり、清らかな
流れは、うだるような夏の暑さを忘れさせてくれます。
　また、周囲の木立が色づいた紅葉の季節も見ごたえ十分です。

唐沢の滝・菅平高原に関する問い合わせ先：
上田市役所 真田地域自治センター産業観光課
☎72-4330
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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

7月
5月30日㈯～
8月2日㈰

5日㈯

5日㈯・
6日㈰

11日㈮～
13日㈰

12日㈯

19日㈯・
20日㈰

20日㈰

27日㈰

第6回真田幸村公出陣ねぷた

ウイスキー＆ビアキャンプ長和町

美ヶ原高原タイムラプスムービー

第19回上田城跡能

第24回巨峰の王国まつり

青木村限定栽培そばタチアカネ
花・実まつり

霧ヶ峰・美ヶ原中央分水嶺トレイル
踏破ツアー

上田市：中心市街地

長和町：鷹山

上田市・長和町：美ヶ原高原

上田市：サントミューゼ大ホール

東御市：東御中央公園

青木村：道の駅あおき周辺

長和町：和田峠～扉峠

8月 9月
2日㈰

5日㈬

6日㈭～
8日㈯

14日㈮

22日㈯

22日㈯

23日㈰

上田市：依田川・内村川

上田市：千曲川河川敷

上田市：海野町商店街

長和町：和田宿

上田市：美ヶ原高原

東御市：芸術むら公園

長和町：鷹山

第20回爆水RUNin依田川

第28回信州上田大花火大会

第56回上田七夕まつり

ふる里和田宿 宿場まつり

武石ノルディックウオーキング
in美ヶ原高原

スケッチ大会＆アートチャレンジ

黒耀石（こくようせき）のふるさと祭り

3日㈮・
4日㈯

5日㈰～
8月16日㈰

11日㈯

12日㈰

12日㈰・
26日㈰

18日㈯・
19日㈰

18日㈯

坂城町：鉄の展示館

長和町：鷹山ほか

上田市：別所温泉

上田市：霊泉寺温泉

上田市：別所温泉

上田市：中心市街地

上田市：稲倉棚田

長和町： 12日：大門峠～八島ヶ原湿原
 26日：八島ヶ原湿原～和田峠

第6回新作日本刀 研磨 外装
刀職技術展覧会

第5回美ヶ原トレイルラン＆ウォークinながわ

第6回全国つるし飾りまつり
in 別所温泉

第4回霊泉寺温泉クリーンフェスタ

第511回岳の幟

霧ヶ峰・美ヶ原中央分水嶺トレイル
踏破ツアー

あじさい祭り

稲倉棚田ほたる火まつり
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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！

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

スポーツレクリエーション祭２０１5
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2015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：上田市依田窪プール
開催日：平成２7年７月１8日㈯
カヌー体験、バナナボート、パ
ン食い競争、水中宝さがし、
みずでっぽう射的など

会　場：青木村総合グラウンド
開催日：平成２7年９月13日㈰
魚のつかみどり、松本山雅ＦＣ
の選手によるサッカー交流会！！

夏の部依田窪プールまつり

参加無料

昨年の様子

レッツ
エンジョ

イ！

昨年の魚のつかみどりの様子
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上田地域広域連合
消防職員募集のお知らせ

受験申込

試験の区分・種類・受験資格等

採用予定人員：若干名
種　類

高等学校
卒業程度

区　分

消防職

受 験 資 格

平成2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

※日本国籍を有しない方、地方公務員法第16条各号のいずれかに
　該当する方は受験できません。

日時 平成27年7月27日㈪～８月7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２-７-１６　本部庁舎２階）
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。

必要書類
① 受験申込書
② 履歴書（指定の履歴書を使用。高等学校在学中の方は
全国高等学校統一用紙を使用すること。）

③ 履歴書別紙
※受験申込書・履歴書（全国高等学校統一用紙を除く）・履歴
書別紙は、上田地域広域連合ホームページからダウン
ロードできます。また、消防本部総務課、管内各消防署、
上田地域広域連合事務局総務課(丸子地域自治センター
4階)でも交付しています。

④ ８2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）

第一次試験
日時 平成27年9月20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大会議室
  （上田市大手２-７-１６　本部庁舎３階）
※詳細は、上田地域広域連合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28年4月1日

問い合わせ先 ： 消防本部 総務課・警防課 ☎26-0119　予防課 ☎26-0029

119こちら消防本部

　平成２７年５月上田地域広域連合議会臨時会が、上田市丸子地域自治センター
４階議場において５月２５日に開催され、上田地域広域連合副広域連合長の選任に
関する議案等３件の議案が同意・可決されました。詳細は次のとおりです。

　上田地域広域連合議会議員のうち、青木村及び坂城町議会選出議員４名の改選がありました。新たに選出された議員の
名前と所属委員会は次のとおりです。（敬称略）

　坂城町長選挙において当選された山村 弘 坂城町長が、上田地域広域連合副広域連合長に
選任されました。

　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。

青木村及び坂城町議会選出議員の改選がありました

青　木　村 坂　城　町
小林 和雄　総務委員会副委員長（議会代表者会議員）
居鶴 貞美　保健福祉委員会

塩野入 猛　総務委員会（議会代表者会議員）
塩入 弘文　保健福祉委員会

平成２７年度補正予算

問い合わせ先：総務課 ☎43-8811

上田地域広域連合副広域連合長の選任について

丸子消防署高規格救急自動車の購入について

契約の目的 丸子消防署高規格救急自動車の更新
契約金額 ３，０２４万円
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　

情報公開・個人情報保護制度の開示結果について（平成２７年３月末現在）

平成２６年度中に開示請求をいただいた結果についてお知らせします。
● 情報公開制度
 開示請求件数　４件　　開示件数　３件（部分開示２件）　　不開示件数　１件
● 個人情報保護制度
 開示請求件数　０件　　開示件数　０件

夏の火災予防
　夏は花火やバーベキューなど外で火を使う機会が多い季節です。次の点に注意し、楽しい夏休みを過ごしましょう！

　平成２５年福知山花火大会において多数の死傷者を出す爆発事故が発生したことを受け、火災
予防条例が昨年改正され、以下のことが義務づけられています。
●屋台などの露店で火気や燃料を使う場合は消防署に届出をし、消火器をおくこと。
●大規模な催しとして消防が指定した催しを開催する場合には、火災予防上必要な業務の計画書を提出すること。
※ガソリンは常温で揮発します。火気から離して取り扱うようにしましょう。燃料補給は必ずエンジンを止めて行ってください。また、保管はガソ
リン専用の携行缶で行い、ペットボトルやポリ容器での保管はやめましょう。夏は特にガソリンが揮発しやすくなりますので、蓋はエア抜きをし
てからあけてください。

花火を楽しむには… バーベキューを楽しむには…
山村 弘 副広域連合長

一　　般　　会　　計
特　　別　　会　　計

21億1,106万3千円
26億106万4千円
9,677万5千円
2億4,234万円

22億6,194万9千円
47億1,212万7千円

――
730万円

――
――

730万円
730万円

21億1,106万3千円
26億836万4千円
9,677万5千円
2億4,234万円

22億6,924万9千円
47億1,942万7千円

20億7,641万8千円
32億3,219万3千円
1億412万8千円

2億3,023万8千円
28億9,782万7千円
53億861万1千円

1.7
△ 19.3
△ 7.1
5.3

△ 21.7
△ 11.1

補正前予算額
（当初） 5月補正額 補正後予算額 前年度

同期予算額
対前年

増減率（％）

合　　　　計

ふるさと基金特別会計
介護保険特別会計
消防特別会計

消防特別会計補正予算（第１号）
　歳 入  消防債の増額
　歳出  消防本部庁舎耐震化及び増改築事業において、給排水衛生設備工事及び電気設備工事の増工

● 補正予算の主な内容

★コンロの周りには燃えやすいものを
置かないようにしましょう。

★火おこしの際は炭などが飛び散るの
で、やけどをしないようにしましょう。
★カセットガスコンロを使うときは、熱
せられた鉄板などがカセットガスボ

★周囲に燃えやすいものがないか確
認してから遊びましょう。

★水が入ったバケツを準備しましょう。
★人には、絶対に向けないようにしま
しょう。
★遊び終わった花火
は水でしっかり消し、
適正に分別、処理
してください。

ンベに近づいたり触れたりしないようにしましょう。
★燃え残った炭は水でしっかり消してから処理
してください。
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抽選で10人の方にプレゼント抽選で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、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、7月24日㈮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。 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262通の中から、10人の方に、東御
市にある道の駅雷電くるみ
の里より、アトリエ・ド・フロ
マージュの美味しい「チー
ズケーキ・ヨーグルトセッ
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文字・数字が入ります）

① 花火を楽しむ時は、〇が入ったバケツ
を準備しましょう。

② 平成２７年度燃やせるごみの減量化目
標値達成のためには、一人1日当たり
約〇〇グラムの減量が必要です。

③ 上田創造館に「鉱物・岩石・〇〇」展示
室がオープン！

4 7 家 族 災 害

【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。

25No.
引き続きごみ減量化、再資源化にご協力ください

連載

　平成26年度に上田、丸子及び東部クリーンセンターへ搬入された燃やせるごみは、皆様のご協力により40,662ト
ンとなり、前年度との比較で298トン、0.7％減量しました。
　平成27年度減量化目標値39,290トン達成のためには、今年度中に更に1,372トン、3.4％の減量が必要です。
また、一人1日当たりの減量必要量は、約20グラム／日です。（約600グラム／月・人）
　引き続き住民及び事業所の皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

生ごみ減量化への取組（1世帯で年間140kg程度の減量化も可能）
　市町村では、生ごみの減量化のため、堆肥化機器・容器
を購入される住民の皆様に購入費の一部を助成してい
ます。
　各家庭で取り組みやすく、継続しやすい「生ごみ堆肥
化・減量化」を進めましょう。
　1世帯で年間１４０㎏程度の燃やせるごみの減量化が
可能です。それにより燃やせるごみの有料指定袋の使用
枚数やごみステーションへの排出回数が減ります。
　循環型社会構築のため、できることから始めましょう。

55,000

50,000

45,000

40,000

35,000

0
平成14年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 27年度（目標値）

51,432

40,494 41,017 41,653 41,724 40,960

26年度

40,662 39,290

燃やせるごみ減量化目標と搬入量の推移

※27年度（目標値）：ごみ
処理広域化計画（平成
21年10月改訂）にお
ける減量化目標値

（単位：㌧）

お気に入りのマイボトル・マイカップを使ってごみを減らしましょう
　熱中症予防など暑い季節を健康的に乗り切るため、定期的な水分補給が必要です。
　職場・学校・外出先では、ペットボトルや缶入り飲料ではなく、繰り返し使用できる「マイボトル（自分の水筒、
使用済みペットボトルの再使用）、マイカップ」を使い、ごみの減量化（排出抑制：リデュース）にご協力ください。

　清浄園では「サラ・さらさ」に東京電力㈱福島第一原子力発電所の事故由来の放射性セシウムが
含有していることから、地域住民の皆さんへの配布を中止しています。しかしながら、配布中止の原
因となった放射性セシウム濃度は、現在、50ベクレル/kg前後まで減少し、国が示した肥料原料とし
ての基準値（200ベクレル/kg以下）を大きく下回っています。
　そこで、「サラ・さらさ」配布再開に関して、地域住民の皆さんのご意見をお伺いします。
　なお、「サラ・さらさ」の放射性物質濃度の情報は、上田市及び広域連合のホームページでご覧に
なれます。

問い合わせ先：ごみ処理広域化推進室 ☎43-8818

あと1,372トン

コンポスト ダンボールコンポスト「ぱっくん」

広域観光ボランティアガイド研修会

NHK大河ドラマ「真田丸」の放送に向け、広域観光振興を図るため、上田地域内において観光ボラン
ティアガイドを行っている方を対象とした広域観光ボランティアガイド研修会を開催します。

平成２７年９月１５日（火） 午前８時１０分～午後５時３０分

２５名（応募者多数の場合、抽選にて参加者を決めさせていただき、８月中旬頃までにご連絡します。）

上田地域内で実際に観光ボランティアとしてご活躍されている方、真田氏の歴史にご興味のある方で
今後ボランティアガイドとして活躍してみたい方

１，５００円（昼食代１，０００円、資料代他５００円）

平成２７年７月３１日（金）

住所、氏名、年齢、電話番号、所属観光ボランティア団体名を
記入の上、ＦＡＸ、又はEメールにてお申込みください。

問い合わせ先： 上田地域広域連合事務局企画課　☎0268-43-8818・FAX0268-42-6740
 Eメール:kikaku@area.ueda.nagano.jp

目 的

日 程

定 員

対 象 者

参 加 費

締 切

申込方法

行 程

～上田地域内の
　　真田氏ゆかりの地を結ぶ～

上田城跡駐車場集合※ 上田城、市立博物館 上田市

海野宿、白鳥神社 東御市 昼食会場 長久保宿、一福処濱屋 長和町

大法寺、村松殿館跡 青木村 上田城跡駐車場解散※

●募集期間 ： 平成２７年７月１日（水）から７月２1日（火）まで
●提出方法 ： 住所、氏名、年齢、本件へのご意見を記入（様式は任意）の上、直接持参、又は郵送、FAX、Eメールで下記まで
●提 出 先 ： 〒386-0027  上田市常磐城2320  清浄園 宛　☎22-2339　FAX23-4100　Eメールアドレス：seijoen@area.ueda.nagano.jp

「サラ・さらさ」（肥料）の配布再開について、ご意見をお聞かせください。ご意見募集

※「サラ・さらさ」清浄園で処理した有機汚泥を乾燥・焼却した無臭で衛生的な肥料

※上田城跡駐車場：上田城櫓下にある駐車場

ピートモスともみ殻くん炭を使って生ごみを
堆肥化できます
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トピックス

イベント
教　室

プラネタリウム

 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7月～9月

　民俗資料館内に「鉱物・岩石・化石」展示室を開設しました。上田地域の児
童・生徒に地質学に興味を持ってもらい、一般の方々にも上田地域の成り立ち
や魅力を再発見していただければと、上田地域で採掘された代表的な鉱物、
岩石や珍しい化石などを展示。４月２５日㈯のオープニングセレモニーには多数
の見学者が訪れ、５月５日㈫には、おもしろ科学少年団の講師、地質研究家の山
辺邦彦さんによる岩石・鉱物標本の見方などの講習会も開催しました。
　今後も定期的に講習会や企画展を開催し、地域の小中学校の学習利用の場
所として活用していきたいと考えています。

おりがみ教室
7月5日㈰ 「七夕飾りを折ろう」
9月6日㈰ 「秋の飾りを折ろう」
10:00～12:00　参加費：300円
　　  1F 第4･5研修室
持ち物：作品を入れる袋をお持ち
ください。◆当日申込み。

切り絵教室（５回コース）
8月26日㈬、9月2日㈬、16日㈬、
30日㈬、10月7日㈬ 9:30～11:30
定員：15名　参加費：1,000円（5回分）
　　  2F コミュニティーホール（小）
◆７月１８日㈯～８月１９日㈬までに電話または
　FAXで申込み。

ファミリー電波教室
ラジオの製作・ビデオ鑑賞等、楽しく
電波について学びましょう。
8月15日㈯ 9:30～12:00
　　  4F 科学実験室　先着：２０組
対象：小学生と保護者の方2人1組
◆８月12日㈬までに電話またはＦＡＸで申込み。

会場

会場

会場

上田地域「鉱物・岩石・化石」展示室がオープン！

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。

どなたでも参加できます。
夏・秋の星空や土星などを観望してみましょう！
7月11日㈯ 19:30～21:30、9月12日㈯ 19:00～21:00
　　  屋上　天体観測室
◆当日４Ｆにて受付しますので直接会場へお越しください。
◆雨天・曇天の場合、プラネタリウムを投映します。

会場

参加無料

参加無料
おもしろ・ふしぎ体験広場星空観望会
手作りおもちゃなどで、
いろいろな不思議を体験しよう！
7月11日㈯・8月8日㈯・9月12日㈯
13:30～15:30
　　  1F エントランスホール
◆おもちゃ病院も開院します。
会場

夏の星座と神話
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！
◆直接会場へお越しください。（映像の上映はございません。星空の解説のみです。）

【通常の投映時間】　土曜日13：30～／15：00～　日曜日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　※２０名以上団体割引あり
◆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人につき保護者1人）

7月18日㈯ 10:00～11:00
　　  ４Ｆプラネタリウム室会場

参加無料

【投映時間】　月～土曜日13：30～／15：00～　日曜日11：00～／13：30～／15：00～
７月・８月 ★　　　ムーンライトアドベンチャー ★ぼくたちの惑星８兄弟 ★夏の星座解説
９月 ★　　　ムーンライトアドベンチャー ★星を見に行こう ★秋の星座解説

８月１日㈯～１6日㈰
こと座

わし座

はくちょう座

夏の大三角形
ベガ
（おりひめ星）

アルタイル
（ひこ星）

デネプ

◆雨天・曇天の場合、プラネタリウムを投映します。

昔ばなし語りの会
参加無料

参加無料蚕の飼育

蚕が幼虫から繭に
なるまでの様子が
観察できます。
8月1日㈯～9日㈰
9:00～17:00
　　  １Ｆ 民俗資料館会場

企画展
「太陽のふしぎ」

8月1日㈯～31日㈪
9:30～16:30
　　  ２Ｆ美術館会場

子ども科学館まつり

入場無料

太陽観測衛星「ひので」をはじめとする
最新鋭の観測装置により、次々に明らか
にされてきている太陽の姿を、豊富な写
真やイラストで紹介。 

ふしぎ・なるほど・おもしろ
サイエンス２０１5 科学っておもしろい！

8月3日㈪・4日㈫ 10:00～15:30
　　  １Ｆ文化ホール
対象：自由参加

入場無料

地元の高校・大学生、地域の皆さ
んと一緒に実験を通して科学の
ふしぎを体験しよう！

◆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
アゲハチョウの観察
アゲハチョウの卵、幼虫、さなぎや
羽化の瞬間を観察をします。
8月8日㈯ 9:30～11:30
　　  ４Ｆ 科学実験室　定員：２5名　
対象：上田地域の小中学生とその保護者
（小学校5年生以上なら児童だけでも
参加可）◆事前に電話またはＦＡＸで申込み。

会場

こわ～い話を
聞いて涼みましょう。
8月30日㈰ 13:30～
　　  １Ｆ 民俗資料館
語り部
塩田平民話研究所

会場

昨年の様子
太陽コロナの

出量放出の様子

昨年の様子

週末の理科室 手作り顕微鏡で花粉観察
参加
無料

顕微鏡を手作りし、花粉やチョウの羽のリン粉を観察します。
7月18日㈯ 9:30～11:30 　　  ４F 科学実験室　定員：２０名
対象：上田地域の小・中学生とその保護者（小学校５年生以上なら
児童だけでも参加可）◆７月１５日㈬までに電話またはＦＡＸで申込み。

会場

会場

8月1日㈯
～31日㈪～333111日日㈪㈪夏休みにあわせて、

　　いろいろな科学のイベントを開催します。

会場

第３回上田地域こどもCG
コンクール作品づくり講習会
プロのイラストレーターにコンピュータグラ
フィックスの描き方を教わろう！
8月8日㈯ 13:30～16:30
　　  4F パソコン室
対象：上田地域（上田市、東御市、青木村、長
和町）の小中学生　定員：２０名（先着順）
講師：イラストレーター　児玉 藤枝 氏
指導：マルチメディア情報センター
◆８月５日㈬までに電話またはＦＡＸで申込み。

会場

「切り絵教室」昨年の様子

「おりがみ教室」昨年の様子

昨年の作品

参加無料

子どもサイエンスアカデミーのびのびキッズ
８月２２日㈯ 「アゲハチョウの観察」～羽化の瞬間を観察しよう～ ◆７月２２日㈬から電話で申込み
９月１２日㈯ 「藍染遊び」～藍の葉でハンカチを染めましょう～ ◆８月１２日㈬から電話で申込み
１０月１７日㈯ 「紙工作」～身近な材料を使ってあそぼう～ ◆９月１７日㈭から電話で申込み
　　  ８月・９月⇒４Ｆ科学実験室、１０月⇒１Ｆ第４・５研修室
対象：４歳～６歳までの子供とその保護者　　参加費：５００円

から電話で申込みから電話で申込み

参加無料

岩石・鉱物標本解説の様子

新番組

新番組
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シンボルマーク

うえだ地域浪漫紀行～   白糸のような艶やかさ  唐沢の滝
ろま ん あで

環境にやさしいベジタブルインク
を使用しています
●再生紙を利用しています

　毎年、大勢の観光客やスポーツ合宿のアスリートで賑わう菅平高原の入口にある唐
沢の滝。高さ15メートル、幅 10メートルの滝の周りには水しぶきが上がり、清らかな
流れは、うだるような夏の暑さを忘れさせてくれます。
　また、周囲の木立が色づいた紅葉の季節も見ごたえ十分です。

唐沢の滝・菅平高原に関する問い合わせ先：
上田市役所 真田地域自治センター産業観光課
☎72-4330

花の百名山
根子岳トレッキング

冷涼な気候は
夏のスポーツ合宿に最適

菅平高原

しなの鉄道

上信越自動車道

真田地域
自治センター

菅平高原自然館

菅平高原観光協会
サニアパーク菅平

ダボスの丘

至須坂

菅平ダム
鳥居峠

根子岳

四阿山

うえだ

18

上田菅平 I.C
北陸
新幹線

144

406
唐沢の滝

菅平高原
スキー場

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

7月
5月30日㈯～
8月2日㈰

5日㈯

5日㈯・
6日㈰

11日㈮～
13日㈰

12日㈯

19日㈯・
20日㈰

20日㈰

27日㈰

第6回真田幸村公出陣ねぷた

ウイスキー＆ビアキャンプ長和町

美ヶ原高原タイムラプスムービー

第19回上田城跡能

第24回巨峰の王国まつり

青木村限定栽培そばタチアカネ
花・実まつり

霧ヶ峰・美ヶ原中央分水嶺トレイル
踏破ツアー

上田市：中心市街地

長和町：鷹山

上田市・長和町：美ヶ原高原

上田市：サントミューゼ大ホール

東御市：東御中央公園

青木村：道の駅あおき周辺

長和町：和田峠～扉峠

8月 9月
2日㈰

5日㈬

6日㈭～
8日㈯

14日㈮

22日㈯

22日㈯

23日㈰

上田市：依田川・内村川

上田市：千曲川河川敷

上田市：海野町商店街

長和町：和田宿

上田市：美ヶ原高原

東御市：芸術むら公園

長和町：鷹山

第20回爆水RUNin依田川

第28回信州上田大花火大会

第56回上田七夕まつり

ふる里和田宿 宿場まつり

武石ノルディックウオーキング
in美ヶ原高原

スケッチ大会＆アートチャレンジ

黒耀石（こくようせき）のふるさと祭り

3日㈮・
4日㈯

5日㈰～
8月16日㈰

11日㈯

12日㈰

12日㈰・
26日㈰

18日㈯・
19日㈰

18日㈯

坂城町：鉄の展示館

長和町：鷹山ほか

上田市：別所温泉

上田市：霊泉寺温泉

上田市：別所温泉

上田市：中心市街地

上田市：稲倉棚田

長和町： 12日：大門峠～八島ヶ原湿原
 26日：八島ヶ原湿原～和田峠

第6回新作日本刀 研磨 外装
刀職技術展覧会

第5回美ヶ原トレイルラン＆ウォークinながわ

第6回全国つるし飾りまつり
in 別所温泉

第4回霊泉寺温泉クリーンフェスタ

第511回岳の幟

霧ヶ峰・美ヶ原中央分水嶺トレイル
踏破ツアー

あじさい祭り

稲倉棚田ほたる火まつり

う
え
だ
地
域
イ
ベ
ン
ト
歳
時
記

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

スポーツレクリエーション祭２０１5
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2015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：上田市依田窪プール
開催日：平成２7年７月１8日㈯
カヌー体験、バナナボート、パ
ン食い競争、水中宝さがし、
みずでっぽう射的など

会　場：青木村総合グラウンド
開催日：平成２7年９月13日㈰
魚のつかみどり、松本山雅ＦＣ
の選手によるサッカー交流会！！

夏の部依田窪プールまつり

参加無料

昨年の様子

レッツ
エンジョ

イ！

昨年の魚のつかみどりの様子
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