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うえだ地域浪漫紀行〜 秋色のなか、たたずむ見返りの塔
この地を訪れた人々が、
その姿の美しさに思わずふり返ったことから、
「見返りの塔」
として

親しまれている国宝大法寺三重塔(青木村)。本堂の西北の小高い丘に立ち、鎌倉時代から
（関連記事2ページに掲載）
四季折々の里の風景を見守っています。
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参道で出迎えてくれる
様々な表情をした羅漢像

川西消防署

大法寺に関する問い合わせ先：青木村役場
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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
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上田城

9月15日㈫に開催した本事業は、
ＮＨＫ大河ドラマ「真田丸」放送
に先立ち、上田地域内における観光客の受入体制の充実を図るこ

上田城跡駐車場集合
長久保宿、一福処濱屋

とを目的に、地域内の真田氏ゆかりの地を結び、相互に真田氏関連

長和町

現在の上田市立博物館は、昭和40年6月に
開館しました。
蚕室づくりをかたどって設計されたもので、
上田地方の中世以降を中心とした歴史・民俗
千曲川さかきP.A
資料及び自然資料を収蔵・展示しています。
主な収蔵品として、真田昌幸の甲冑、真田
坂城I.C
幸村（信繁）肖像画、
六連銭旗、織田信長所
かわどうふく
用韋胴服、反射望遠鏡、染谷焼コレクション
などがあります。※韋胴服…武将が羽織ったなめし革の上着

にしうえだ

至須坂・
長野

▲真田幸村の肖像画

上田城跡駐車場解散

青木村

海野宿

白鳥神社

海野宿は、寛永二年（1615年）に北国街道の宿駅
として開設されました。北国街道は、中山道と北陸道
を結ぶ重要な街道で、佐渡で採れた金の輸送や、北
陸の諸大名が参勤交代で通った道であり、江戸との
交通も頻繁で、善光寺への参詣客も多くありました。
真田昌幸は、上田築城の際、海野郷の住民を呼び
寄せ、現在の海野町の基を築いています。

海野宿の産土神である白鳥神社は、海野氏、
やまとたけるのみこと
真田氏の氏神として祀られた日本武尊の伝説
を縁起とする歴史ある神社です。
さだ
日本武尊と海野氏、真田氏の祖とされる貞
やすしんのう
よしぶちおう
保親王、善淵王を祭神に白鳥明神となし、真田
家からも代々、篤い信仰を受けてきました。
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❶ 上田城、上田市立博物館

浅間サ
ンライン

うえだ

至麻績I.C

東御市

東部湯の丸I.C・S.A

おおや

❹ 大法寺、村松殿館跡

上田電鉄別所線

青木村

大法寺、村松殿館跡

神川

落だった城は他に例が少なく、
真田幸村（信繁）もこの
I.C
松本
さかき
至戦には一軍の将として加わっています。
至長野

海野宿、白鳥神社 東御市

の観光スポットを紹介できるよう開催したものです。

上田市立博物館

上田城は、天正11年（1583年）、真田昌幸によって
C
築かれた平城です。
至長野I.
更埴J.C.T
堀と土塁で囲まれ、虎口（出入口）に石垣を使った
更埴I.C
だけの簡素な城ですが、二度にわたって徳川の大軍を
道
撃退したことで、
車天下に真田の名を轟かせました。
自動
野
全国に数ある城郭の中で、
実戦経験を持ちながら不
長

上田城、市立博物館 上田市

程

真田氏ゆかりの
史跡めぐり

行

上田地域広域観光ボランティアガイド研修会を開催しました
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長久保宿

上田地域広域連合事務局

長久保は、慶長七年（1602年）の中山道制定にと
いしあい
もない、真田氏の配下で、本陣・問屋を勤めた石合氏、
問屋を勤めた小林氏が中核となり、宿場が設けられ
ました。 至東京
はたご
寛政（1798年）以降、四十軒前後の旅籠があり、中
山道の中では、上位に位置する数を誇りました。その
要因としては、笠取峠・和田峠の難所を控えていたこ
とや、大門峠や北国街道へ通じる交通の要衝に位置
していたこと。そして、温泉地である下諏訪宿に宿泊
した場合、旅程に都合が良かったことが上げられます。

川
依田

真田幸村（信繁）から、姉として敬愛されて
いた真田昌幸の長女「村松殿」の館が青木村
村松地区にありました。
平井寺トンネル
幸村 の 村 の一字は、姉の 村松殿 か
らの一字ともいわれ、弟の無事を願う姉と姉
を気遣い平穏な世を望む弟の想いは、遠く離
れた信濃の地において、今も「真田幸村義兄
お やまだ
い き の か み し げ まさ
小山田壱岐守茂誠公（村松殿の夫）の館跡」
と
内村川
して、地域の方々に守られています。

奈良時代（大宝年間）に藤原鎌足の子定恵によって創建された
大法寺は、年号をとって大宝寺、のちに大法寺と改められました。
鎌倉時代（1333年）に建立された国宝大法寺三重塔（別名：見返
りの塔）が有名ですが、隣接する青木村郷土美術館には、真田幸村
（信繁）の茶席に用いられたと伝わる茶釡も所蔵されています。

小屋坂
トンネル

❸ 長久保宿、一福処濱屋

三才山トンネル

長和町

至松本I.C

至松本I.C

▲真田幸村の茶席の茶釡

白樺湖
岡谷I.C
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至名古屋

岡谷J.C.T

中央自動車道

諏訪I.C

一福処濱屋
明治初期に長久保宿の旅籠として建て
られましたが、時代の変遷と共に中山道
の利用者が極端に減ったことから、旅籠と
して営業されることはありませんでした。
現在は、休憩所も兼ねた歴史資料館と
して運営されており、真田幸村（信繁）の
長女「すえ」が嫁いだ長久保宿本陣石合
家の資料も展示されています。

至東京
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119こちら消防本部

総合訓練場が竣工しました
11月９日（月）〜11月１５日（日）

「無防備な

心に火災が

近年、都市化の進展や住民生活の変化などにより、災害や事故が多様化、複雑化しています。消防隊員がそれ
らに対処するため、
さまざまな災害を想定した訓練や一層高度な技術を磨くための総合的な訓練施設が必要と
なっていました。

かくれんぼ」

平成26年度から消防本部庁舎の耐震化に伴う増改築工事が行われる中で、敷地内にあった訓練塔を解体
し、新たに
「総合訓練場」を上田市豊殿地区に整備しました。

平成２7年度全国統一防火標語

新しい訓練場は、
これまでのロープを使った高所訓練はもとより、山林火災や震災時に活躍する活動二輪隊
が れき

「大丈夫

思いこまずに

平成27年度 上田地域広域連合消防本部防火標語

の訓練や、震災対応訓練として瓦礫や倒壊家屋からの救出訓練など、総合的な訓練を行うことができます。

確認を」

上田市立第二中学校

住民の皆様の安全安心な生活の確保に向け、消防本部だけでなく、各地区の消防団員にも活用していただ
き、消防・救助技術の向上を図ってまいります。

橋詰智成さんの作品

●降下訓練
か てい
●はしご車架梯訓練
●煙中訓練・放水訓練 など

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。

訓練塔A塔

火災予防に心がけていただき、火災のない地域づくりにご協力をお願いいたします。

『消防ふれあい広場』開催します １０月１2日（月・祝）

訓 練 塔 A 塔・B 塔 の 間に
と か
ロープを張り、渡過訓練や
救出訓練を実施できます
渡過訓練

訓練塔B塔

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12日（月・祝）の午前10時から12時頃まで、アクアプラザ上田で開催される「アクアプラザ

登はん訓練

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、

広いスペースを活用して

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。大勢のみなさんのお越しをお待ちしております。
※記念品は数に限りがありますので、無くなり次第終了となります。

管理棟

※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。

ロープブリッジ救出訓練

震災対応訓練が実施できます

シャワー室や
更衣室があります

盛り土
活動二輪隊の障害走破
訓練が実施できます
障害走破訓練

御嶽山噴火災害の再捜索隊に消防職員を派遣しました
防火衣着用体験

消火器体験コーナー

煙体験コーナー

車両展示
（消防車に乗れます！）

平成26年9月27日に発生した御嶽山
噴火による行方不明者の再捜索が、7月

すべての住宅に住宅用火災警報器の設置が義務づけられています！

29日から8月7日まで10日間行われ、広
域連合では長野県御嶽山噴火災害対策本
部等からの要請により、消防職員を派遣

●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
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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

し、延べ50人が捜索活動に従事しました。
火山灰等により足場が不安定な厳しい
状況のなかで、行方不明者1人、多数の遺
留品が発見されました。

火山灰でおおわれた中腹の捜索
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山頂付近の岩場の捜索
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連載

No.

リサ イ ク ル の ゆくえ 【 古 紙 編 】

環境キーワード

チャレンジ８００とは、長野県が県民の皆さんと市町村とともに「ごみ減量日本一」を目指し、1人1日当たりの一般廃
棄物
（ごみ）
の排出量※1を平成２９年度までに800グラムにする取組です。

日頃、皆さんに御協力いただいているごみの分別。資源ごみとして出された【古紙】が、どのようにリサイ
クルされているのか紹介します。

リサイクルのポイント「正しい分別」

順位

県

１位

沖縄県

829g

1位の沖縄県との差は、

２位

長野県

847g

1日でミニトマト１個分18gの差です。

３位

熊本県

848g

（1年間6.57kg/人）

分別された古紙の種類によって、
リサイクルされる製品が異なります。古紙のリサイクルは、正しい分別が必要です。

︻分別された古紙︼ ︻リサイクルされる製品︼

主なリサイクル用途

（公益財団法人 古紙再生促進センター ホームページより http://www.prpc.or.jp/）

段ボール

雑

誌

新

聞

チャレンジ８００

紙パック

名

重

量

全 国 平 均

958g

上 田 地 域

777g

ながのけん
リサイクルキャラクター

クルるん

（環境省：
「一般廃棄物処理事業実態調査」平成25年度実績）

※1：1人1日当たりのごみの排出量（g/人/日）＝ 1年間のごみ総排出量※2 ÷ 人口 ÷ 365日
※2：ごみの総排出量「可燃ごみ、燃やせないごみ、資源ごみ、有害ごみ等」の全てを含みます。

ごみ減量のため、一人ひとりができること
水切り
段ボール箱・
紙筒など

段ボール箱・
絵本など

新聞紙・週刊誌・
印刷用紙など

トイレットペーパー・
ティッシュペーパーなど

食べ切り

使い切り

●生ごみの水切りにチャレンジしてみましょう。
●料理は、必要な量だけ作り食べ切りましょう。
●食材は必要な量だけ買って使い切りましょう。
問い合わせ先：ごみ処理広域化推進室 ☎ 43-8818

リサイクルの
ワンポイント
豆知識

●紙パック
（１L）約６枚で、
トイレットペーパー１ロールにリサイクルできます。
●日本の紙・板紙の生産量は、国民１人当たり約200kg
世界第３位 2,624万1千トン。
【原料の内訳】 古紙 1,693万5千トン
（63.8％）
木材パルプ 959万3千トン
（36.2％）（2013年実績）

「サラ・さらさ」
（肥料）の配布再開についての
ご意見をいただきありがとうございました
広報紙「うえだ広域」
７月号等を通じて、平成２７年７月１日から７月２１日まで、
「サラ・さらさ」の配布再開
についてのご意見の募集をいたしました。
いただきましたご意見とそれに伴う回答を上田地域広域連合ホームページに掲載いたしましたので、
ご覧ください。
問い合わせ先：清浄園 ☎ 22-2339

混ぜないで！紙の原料として不適切なもの
正しく古紙の分別をしないと、
リサイクル品の質が落ちたり、生産過程でのトラブルにつながります。

リサイクルできない紙類

ぼう ちょう

●カーボン紙
（宅配便の複写伝票など）

紙コップ

感熱紙
FAX用紙

●防水加工紙
（紙コップ、紙製のカップめん容器など）

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20日から22日までの日程で、上田市丸子地域自治センター４階議

●写真、感熱紙
（レシート、
ＦＡＸ用紙など）

場において開催される予定です。

●アルミコート紙
（お酒の紙パックなど内側が銀色のもの）

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。

写真

●臭いのついた紙
（石けん、洗剤、線香の箱など）

アルミコート紙

カーボン紙

これからも正しいごみの分別にご協力ください。
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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
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上小医療圏における
二次救急医療の体制づくりを支援しています
広域連合は、上小医療圏（上田市、東御市、青木村、長和町）内での二次救急医療※完結を目指し、安全・安
心な救急医療体制を構築するため様々な補助事業（財政支援等）
を実施し、圏域内の救急医療体制の環境
の整備を図っています。
上小医療圏では、10の医療機関が病院群輪番制病院となり、休日や夜間に地域住民が緊急の手術、入院
治療を必要とするけがや病気をした際に、安心して二次救急医療が受けられるよう、年間を通して輪番制に
より救急搬送患者の受け入れを行っています。
また、病院群輪番制病院の後方支援病院として信州上田医
療センターにおいては、医療体制の整備と診療機能の強化を
図られ、救急搬送患者の受け入れ件数が増加しています。
（平
成21年度1,719人⇒平成26年度2,677人）
こうした各種の施策により、上小医療圏内の医療機関で収容
ができずに、圏外へ搬送した救急搬送件数の割合は、平成21
年度の１８.７％から平成２６年度は１３.９％まで減少しました。
※二次救急医療 … 入院治療や手術を必要とする患者に対応する救急医療です。

上田地域広域連合では
要介護認定のための
訪問調査を行っています
市町村に介護認定申請をすると、広域連合の調査員または広域連合が
委託した居宅介護支援事業所などの介護支援専門員
（ケアマネージャー）

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

作品募集

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

募集期間について

作品づくり講習会

募集締切 ● 平成 27 年 10 月31日
（土）

●平成２７年１０月２５日（日）上田
創造館のパソコン室にて「作
品づくり講習会」を開催します。
詳細は11Pの「創造館だより」
をご覧ください。

◆ 電子メールは 10 月31日
（土）24:00 受信分まで有効

作品表彰及び展示について
表彰内容 ● 賞の種類 点 数
副
賞
最優秀賞 １点 図書カード 10,000 円分
優 秀 賞 ５ 点 図書カード 5,000 円分
入
選 10点 図書カード 3,000 円分
参 加 賞 応募者全員に記念品を差し上げます

主

催

第3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）

結果発表 ● 平成 27 年 12 月 1 日
（火）
応募受付・問い合わせ先
表 彰 式 ● 平成 27 年 12 月12 日
（土）
第3回上田地域こどもCGコンクール実行委員会
場
所 ● 上田市マルチメディア情報センター
展
示 ● 12 月12 日
（土）
〜12 月20 日
（日）上田創造館 〒386-1211 上田市下之郷８１２-１
１F エントランスホールにて作品を展示します。 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
E-MAIL：kodomocg@umic.jp
URL:http://www.umic.jp/2015/kodomocg/
第2回
受賞作品から

が皆さんのお宅を訪問し、調査を行います。
る」
「できない」などを選択します。
（調査項目、選択の判断
基準は、全国共通です。）
●特記事項
基本調査の選択肢だけでは反映できない具体的な状
況、対象者固有の状況などについて、具体的に記載します。
●概況調査
居住環境、現在利用しているサービス内容について調
査します。

調査の目的は？
調査は、対象者の日ごろの生活の状況や心身の状況を
把握し、介護認定審査会の資料とするために行います。審
査会では、基本調査による一次判定（コンピューターによ
る判定）の結果と、それに伴う特記事項、主治医意見書を
資料として審査を行います。

調査内容は？

調査方法は？

次の3つの調査を行います。
●基本調査
生活や心身の状況などについて、74の調査項目により
行います。
調査は選択式で行い、調査項目ごとに設定された選択
肢から、
「介助されていない」
「一部介助」
「全介助」
「でき

対象者本人に実際に調査項目にある動作を行っても
らったり、日ごろの状況を聞き取りすることにより行います。
また、併せてご家族など介護を行っている方からも聞き
取りを行い、
より公正かつ正確な調査ができるよう努めて
おります。

問い合わせ先：介護障がい審査課 ☎ 43 - 8813
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抽選で10人の方にプレゼント

問題（広報紙をよく読んでね！○には1文字・数字が入ります）
① 11月9日㈪〜11月15日㈰まで、秋の
火災〇〇運動が実施されます。

【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

トイレット
② 紙 パック（ 1 L ）の 約 〇 枚 で 、
ペーパー1ロールにリサイクルできます。
③ 入院治療や手術を必要とする患者に対応
する救急医療を〇〇救急医療と言います。
【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23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。
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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 水 ② 2 0 ③ 化 石 でした。
応募総数288通の
中から、10人の方
に、青 木 村 農 家 直
送採れたて夏野菜
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。
提供：上田地域観光協議会

上田創造館 上田市上田原1640 開館時間／9:00〜22:00

10月〜12月
トピックス

て
科学っ
！
面白い

2015

上田創造館８月のメインイベント「子ども科
学館まつり」にあわせ、8月3日㈪・4日㈫に「ふ
しぎ・なるほど・おもしろサイエンス2015」を開
催しました。
２日間で延べ1,020人が来場し、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12団体の協力により用意さ
れた様々な科学実験や工作のコーナーで、子ど
もたちは夢中になって科学の不思議でおもしろ
い体験や工作を楽しみました。

天文講演会

体験コーナー

工作コーナー

クイズ「この後どうなるでShow」
皿まわしにトライ

油井宇宙飛行士の活躍と国際宇宙ステーションの生活
現在、国際宇宙ステーション（ISS）で長期滞在生活を送っている、長野県川上村出身の油井亀美也宇宙飛行士の
任務や現在の様子をはじめ、打上げまでのエピソードやISS計画について、講演いただきます。

11月14日㈯ 19:00〜（開場18:30）

講演会終了後、
屋上天体観測室にて
星空観望会を行います。

入場無料

※参加は小学生以上、人数制限あり（先着順）
なかざわ

講演者

中沢

プラネタリウム

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

秋の星座と神話

10月17日㈯ 10:00〜11:00
会場 ４Ｆプラネタリウム室

秋の星座の見つけ方を知り、ペガスス座、アンドロメダ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。）

参加無料
秋の大四辺形

アンドロ
メダ座

ベガスス座

10月・11月投映 ★ 新番組 星を見に行こう ★ムーンライトアドベンチャー ★秋の星座解説
12月投映 ★ 新番組 星うさぎと月のふね ★星を見に行こう ★冬の星座解説
【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）

第18回 星に親しむ夕べ天文講演会

会場 2F 美術館

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/

たかし

孝氏

（国立研究開発法人 宇宙航空研究開発機構（JAXA）広報部）
【プロフィール】 筑波宇宙センター在勤、JAXA広報部にて普
及啓発活動に従事している。NASAジョンソン宇宙センターの
宇宙飛行士等訓練部門の研修を修了後、宇宙飛行士訓練設備
や宇宙食の開発にも携わる。

20:30〜21:30 参加無料
（観望会のみの参加可）
雨天・曇天中止
（プラネタリウム投映）

星空コンサー
星空
ンサ ト
〜Chanson ＆
Jazz-Pops〜 汐入規予

イベ ント

企画展 ゆかり
真田氏由縁の地
上田地域に残る
真田一族の足跡

入場無料

12月4日㈮ 19:00〜（開場18:30）
会場 4F プラネタリウム室

チケット：
１人 １，
０００円（全席自由席）
上田市・東御市・青木村・長和町に
※上田創造館窓口で１１月１日㈰から販売開始
伝えられる真田一族の資料を展示。
【プロフィール】 長野市出身。FM長野「汐入規予 I m with you」でパーソナリティを務める。TV
11月20日㈮〜12月13日㈰
出演者のボーカルレッスンやプロ野球公式戦で国歌斉唱するなどマルチに活動している。
9:30〜16:30 会場 ２Ｆ美術館
出演者：汐入規予（Vocal）、宮田康佑（Guitar）、藤巻良康（Bass）、山田和矢（Drums）
太陽の黒点や
太陽の観察 プロミネンスを観察します。

おもしろ・ふしぎ体験広場

手作りおもちゃなどで、いろいろな不思議を体験しよう！
11月21日㈯ 10:00〜12:00 会場 天体観測室
10月10日㈯・１１月１４日㈯・１２月１２日㈯ 13:30〜15:30
雨天・雲天の場合は室内で体験 ※小学校５年生以上な
会場 1F エントランスホール ◆おもちゃ病院も開院します。 ら子どもだけでも可 ◆当日直接会場へお越しください。
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週末の理科室
参加無料

対象：上田地域の
小・中学生と
その保護者

楽しい万華鏡づくり

試験管を使った万華鏡です。
11月21日㈯ 9:30〜11:30
会場 4F 科学実験室 定員：
２０名

※小学校５年生以上なら子どもだけでも可
◆１1月１８日㈬までに電話またはFAXで申込み

たこ作り

ごみ袋を使ったたこを作ります。
12月19日㈯ 9:30〜11:30
会場 4F 科学実験室
定員：
２０名 ◆12月16日㈬までに電話
またはFAXで申込み

第10回上田創造館
凧展 入場無料
信州上田常田凧
日本水彩画会上田支部 利用団体合同作品展 保存会、及び築地
日頃創造館の施設を利用し、文化 凧の会よりご協力
発足６０周年記念展
活動をしている団体の合同作品展
いただいた凧等

展

示

入場無料

10月31日㈯〜1１月4日㈬
10月10日㈯〜16日㈮
9:00〜16:30（最終日は16:00終了） 10:00〜16:30（最終日は15:00終了）
会場 2F 美術館
会場 1F 文化ホール 入場無料

教

室

おりがみ教室

昨年の様子
を展示します。
12月24日㈭〜平成２８年１月１０日㈰
会場 1F エントランスホール

第３回上田地域こどもCG
コンクール作品づくり講習会

11月15日㈰「クリスマス飾りを折ろう」
12月19日㈯「新年の飾りを折ろう」
10:00〜12:00 参加費：300円
会場 1F 第4･5研修室 ◆当日申込み。
持ち物：作品を入れる袋をお持ちください。

（第2回）

子どもサイエンスアカデミー

のびのびキッズ

対象：
４歳〜６歳までの子供とその保護者 参加費：
５００円
11月14日㈯「キャンドルづくり」
会場 4F 科学実験室 ◆10月14日㈬から電話で申込み
12月１２日㈯「クリスマスリースづくり」
会場 2F コミュニティホール大 ◆11月１２日㈭から電話で申込み

参加無料

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！ 講習会を通じ
て「第3回上田地域こどもCGコンクール」へ
応募することができます。優秀作品には副賞
の他、応募者全員に参加賞があります。
10月25日㈰ 13:30〜16:30
会場 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
◆10月23日㈮までに電話またはＦＡＸで申込み。

１２月２９日㈫〜１月３日㈰ は年末年始休業のため休 館します。
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。
11

う え だ 地 域 イ ベン ト 歳 時 記

10月
1日㈭

第10回人権を考える市民のつどい
上田市：サントミューゼ

24日㈯・第14回真田幸村ロマンウオーク
25日㈰ 上田市：上田城跡公園芝生広場

21日㈯ ４大学リレー講座「未来学科」②
「小宮山量平の世界への招待
―時代認識と自立的精神を巡って」

3日㈯・ 和田宿ステーション秋まつり
4日㈰ 長和町：和田宿ステーション
4日㈰

大門稲荷神社

上田市：長野大学

21日㈯ 湯の丸スキー場オープン
(予定) 東御市：湯の丸高原

高辻相撲

長和町：大門稲荷神社

21日㈯・くるみ祭り
22日㈰ 東御市：道の駅雷電くるみの里
23日㈪・祝 海野宿ふれあい祭

24日㈯・2015秋長門牧場祭
25日㈰ 長和町：長門牧場

東御市：旧北国街道海野宿

31日㈯・信州立岩和紙の里新そばまつり
11月1日㈰ 長和町：立岩和紙の里
6日㈫〜 ヱヴァンゲリヲンと日本刀展
11月23日 坂城町：鉄の展示館
㈪・祝
28日㈯ ４大学リレー講座「未来学科」③

11月

Ⓒカラー

10日㈯ NHK大河ドラマ「真田丸」出陣式
上田市：上田城跡公園櫓門前

7日㈯

10日㈯・火のアートフェスティバル2015
11日㈰ 東御市：芸術むら公園

11日㈰ ダッタンそば収穫祭

上田市：上田女子短期大学

４大学リレー講座「未来学科」①

12月

「機能性衣料と労働、健康、スポーツ」
上田市：信州大学繊維学部

10日㈯ 大河ドラマ館開館100日前記念講演会
上田市：上田文化会館

「遊ぶ子どもの姿から、
遊びがもつ意味を考える」

7日㈯

上旬

菅平高原スキー場開き

上旬

エコーバレースキー場オープン

5日㈯

ブランシュたかやま
スキーリゾートオープン

上田市：菅平高原スキー場

くらしを見直そう展

東御市：市中央公民館

7日㈯・ 第19回うえだ城下町映画祭
8日㈰ 上田市：上田文化会館
上旬

中山道和田宿新そばまつり

8日㈰

道の駅収穫祭・軽トラ市

長和町：エコーバレースキー場

長和町：和田宿ステーション
長和町：道の駅

14日㈯・青木村産業祭＆新そば祭
15日㈰ 青木村：道の駅あおき

長和町：緑の花そば館

長和町：ブランシュたかやまスキーリゾート

12日㈯ ４大学リレー講座「未来学科」④
「コンピュータがつくる仮想世界」
上田市：長野県工科短期大学校

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
長和町：ブランシュたかやまスキーリゾート

17日㈯ ストリングラフィシルクコンサート
上田市：信州大学繊維学部講堂

下旬
14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

18日㈰ 長和町映画祭

武石番所ヶ原スキー場開き

上田市：武石番所ヶ原スキー場

25日㈮〜 鹿教湯温泉氷灯ろう夢祈願
平成28年 上田市：鹿教湯温泉五大橋
1月31日㈰

長和町：町民センター

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：美ヶ原高原

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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