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山つつじ 真っ赤に染まる 館跡
うえだ地域浪漫紀行〜 かつての勇姿 今なお見ゆる
ろ ま ん

『真田氏館跡』
は真田氏が上田城を築城する以前の居館でした。地元では昔から
「御屋
敷」
と呼ばれ親しまれております。毎年５月下旬には、
「御屋敷公園つつじ祭り」
が開催され、
約６００株のつつじが満開になると、
真田の赤備えのように公園一帯を赤く彩ります。

至菅平高原方面
至角間渓谷
真田温泉
ふれあいさなだ館

真田氏本城跡

三つ頭獅子

山家神社

信綱寺

長谷寺

真田氏本城跡
観光案内所
ゆきむら夢工房

真田氏記念公園
真田氏発祥の郷の碑
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真田氏歴史館
真田氏館跡
（御屋敷公園）
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真田氏本城とされる山城です。NHK
大河ドラマ
「真田丸」
で、信繁ときりの
再会シーンが撮影されました。
●

上田
菅平I.C
至上田
市街地

144

上信越自動車道
上田バイパス

至東部湯の丸IC

●

真田幸隆公が御屋敷を築造した際、
村人が地固めの祝いとして舞ったの
が始まりと言われています。

問い合わせ先：上田市真田地域自治センター産業観光課

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

ようこそ上田地域広域連合の
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議会報告

上田地域広域連合議会 2月定例会

平成２８年２月上田地域広域連合議会定例会は２月１７日に招集され、

2月 定 例 会
⑥繰越金
7,805万2千円（1.7％）

⑦国庫・県支出金
1,539万3千円（0.3％）

［＋262万7千円］

［＋172万2千円］

２月１９日までの３日間の会期で、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ました。
年度当初予算案等１６件の議案が提出され、すべての議案が原案のと

①負担金・分担金▶規約に定められた負担割
合により、各市町村が負担する金額です。
②使用料・手数料▶施設利用料や許可証等
の交付手数料です。
③諸収入▶預金利子や受託事業収入、収益
事業収入などです。
④繰入金▶他会計や基金などから繰り入れ
られる収入です。
⑤連合債▶施設や設備の整備のために、国
や金融機関などから借り入れる金額です。
⑥繰越金▶前年度から今年度へ繰越す金額
です。
⑦国庫・県支出金▶特定の事業に対し国や県
から交付される資金です。
⑧財産収入▶所有する財産の貸付や運用等
による収入です。

⑧財産収入
665万5千円（0.1％）

⑤連合債
1億2,200万円（2.6％）

今定例会では、条例案のほか、平成２７年度補正予算案及び平成２８

用語メモ

［△100万3千円］

［△3億3,150万円］

おり可決されました。

④繰入金
1億4,330万2千円

平 成 2 8 年 度 当 初 予 算 の あ ら ま し
一般会計及び３つの特別会計を合わせた全体の予算
総額は、46億6,030万円で、前年度と比較して1.1％、
5,182万7千円の減額となりました。
そ のうち 、一 般 会 計 の 予 算 総 額につ い て は2 1 億
4,540万3千円で、前年度と比較して1.6％、3,434万
円の増額となり、特別会計の予算総額については、25億
1,489万7千円で、前年度と比較して3.3％、8,616万
7千円の減額となっています。

（3.1％）
［△443万4千円］

一般会計予算が前年度当初予算と比較して増額となっ
た理由は、主に上田創造館、丸子クリーンセンター及び
東部クリーンセンターの施設設備修繕費の増額による
ものです。
また、特別会計予算が前年度当初予算と比較して減額
となった主な理由は、消防特別会計において、消防本部
庁舎耐震化及び増改築事業がピークを越えたことによ
り、3.0％、6,686万8千円の減額によるものです。

平成28年度

歳

③諸収入
1億5,780万2千円

入

46億6,030万円
［△5,182万7千円］

（3.4％）
［△1,541万5千円］

②使用料・手数料
3億3,079万6千円（7.1％）

〈負担金・分担金の内訳〉

［△122万5千円］

ふるさと基金特別会計
9,346万5千円（2.0％）

一般会計

21億4,540万3千円（46.0％）
［＋3,434万円］

［△331万円］

●上田地域こどもＣＧコンクール事業
●スポーツレクリエーション祭事業
●信州大学等との連携による医師確保事業
●医師研究資金貸与事業
●医師就労支援給付事業
●一般会計繰出金（病院群輪番制病院後方
支援事業、病院群輪番制病院等救急搬送
収容事業）

介護保険特別会計
2億2,635万1千円（4.9％）

［△1,598万9千円］

●介護認定審査会の運営
●介護認定調査業務
●介護相談員派遣事業（介護老人
福祉施設等への定期訪問による
入居者等への相談業務）

［△85万2千円］

●焼却プラント等修繕及び点検業務

丸子クリーンセンター費
3億6,765万3千円（7.9％）

［＋1,031万5千円］

●焼却プラント等修繕及び点検業務

平成28年度

予算総額
46億6,030万円
［△5,182万7千円］

●消防本部庁舎増改築工事
●高機能消防指令装置保守委託
●消防車両の更新（東御署、依田窪
南部署消防ポンプ自動車）

［△1,106万3千円］

●施設修繕

東部クリーンセンター費
2億5,819万円（5.5％）

［＋1,654万1千円］

●焼却プラント等修繕及び点検業務

創造館費
1億571万2千円（2.3％）

（54.0％）
［△8,616万7千円］

［△6,686万8千円］

清浄園費
3億789万4千円（6.6％）

［＋1,236万円］

議会・総務管理・選挙・
監査委員・社会福祉・老人福祉・
保健衛生・清掃費
3億8,424万9千円（8.2％）

［＋1,295万9千円］

●病院群輪番制病院運営事業等補助
●図書館情報ネットワーク事業
●資源循環型施設建設候補地に係る調査業務委託
●老人福祉施設入居者居住費補助
●情報ネットワーク再構築事業
●上田地域観光振興事業
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●指定管理者委託
●施設設備等修繕及び定期検査業務

大星斎場費
7,869万6千円（1.7％）

［＋12万3千円］

●指定管理者委託
●施設改修工事・設備修繕

依田窪斎場費
3,899万3千円（0.8％）

［△604万3千円］

●指定管理者委託
●設備修繕

項

①負担金・分担金
38億630万円（81.7％）

）構成比
］前年度比較増減
● 主な内容

上田クリーンセンター費
6億401万6千円（13.0％）

特別会計
25億1,489万 7千円

消防特別会計
21億9,508万1千円（47.1％）

※（
［

目

市町村負担金

上
東
青
長
坂

［＋2億9,740万1千円］

用語メモ

田
御
木
和
城

市
市
村
町
町

予

38億

算

630万

額

構成比
（％）

円

100.0

27億1,446万8千円

71.3

7億3,332万4千円

19.3

1億1,654万4千円

3.1

2億3,829万6千円

6.2

366万8千円

0.1

⑨人件費▶議員や委員の報酬、職
員の給料、諸手当などの経費です。
⑯扶助費
⑰貸付金
⑩物件費▶賃金、消耗品費、委託料
2,861万8千円（0.6％）
［＋72万4千円］
800万円（0.2％）
など他の性質に属さない消費的
［△400万円］
⑮繰出金
経費です。
5,211万円（1.1％）
⑪維持補修費▶施設の修理など維
⑱積立金
［＋38万4千円］
持管理に係る経費です。
195万3千円（0.1％）
［△6万1千円］
⑫補助費等▶各種団体に対する助
⑭公債費
成金や負担金、保険料等の経費で
1億4,457万円（3.1％）
⑲予備費
［＋7,319万6千円］
す。
万円
（0.5％）
2,470
⑬普通建設事業費▶施設の大規模
［±0円］
⑬普通建設事業費
改修、消防車両の購入などに要す
1億9,675万7千円
る投資的経費です。
（4.2％）
⑭公債費▶過去に借り入れた地方
［△1億6,792万8千円］
債の返済に要する経費です。
平成28年度
⑨人件費
⑮繰出金▶ふるさと基金特別会計
21億9,155万2千円
⑫補助費等
（47.0％）
から、一般会計への繰出金です。
［＋8,746万円］
1億9,866万2千円
⑯扶助費▶職員に係る児童手当な （4.3％）
46億 6,030万円
どの経費です。
［＋3,592万4千円］
［△5,182万7千円］
⑰貸付金▶医師研究資金の貸付に
要する経費です。
⑪維持補修費
⑱積立金▶基金に積み立てる金額
6億4,018万3千円
です。
（13.7％）
⑲予備費▶予算外の支出に充てる
⑩物件費
［＋3,379万2千円］
ために設ける金額です。
11億7,319万5千円

歳

出

（25.2％）
［△1億1,131万8千円］
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2月 定 例 会
平 成 2 7 年 度 2 月 補 正 予 算
補正前予算額
（10月補正後）

2月補正額

事

補正後予算額

前年度同期予算額

一

般

会

計

21億1,106万3千円

△ 3,626万1千円

20億7,480万2千円

20億3,072万8千円

特

別

会

計

26億0,836万4千円

△ 194万9千円

26億0,641万5千円

31億6,761万3千円

9,677万5千円

――

9,677万5千円

1億0,412万8千円

ふるさと基金特別会計
介護保険特別会計
消防特別会計
合

計

2億4,234万0千円

△ 1,265万8千円

2億2,968万2千円

2億2,757万1千円

22億6,924万9千円

1,070万9千円

22億7,995万8千円

28億3,591万4千円

46億8,121万7千円

51億9,834万1千円

47億1,942万7千円

△ 3,821万

円

件

決

議

案

●上田創造館の指定管理者の指定について
上田創造館の指定管理者が次の者に指定されました。
【指定管理者となる団体】 一般財団法人
【指定の期間】

上田市地域振興事業団

平成28年４月１日から平成33年３月３１日まで

●大星斎場の指定管理者の指定について
大星斎場の指定管理者が次の者に指定されました。
【指定管理者となる団体】 株式会社
【指定の期間】

信州さがみ典礼

平成28年４月１日から平成30年３月３１日まで

上田創造館

長和町議会選出議員の
改選がありました
上田地域広域連合議会議員のうち長和町議会選出議

● 補正予算の主な内容

員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）

一般会計補正予算（第1号）
歳 入 繰越金確定による増額、
使用料、
交付税配分金、
市町村負担金の減額
歳 出 人事異動に伴う人件費の増額、
事業費確定に伴う不要見込額の減額
介護保険特別会計補正予算（第１号）
歳 入 繰越金確定による増額、
市町村負担金の減額
歳 出 人事異動に伴う人件費の減額、
事業費確定に伴う不要見込額の減額
消防特別会計補正予算（第２号）
歳 入 繰越金確定による増額、
事業費確定に伴う国庫支出金の増額、
消防債の減額、
市町村負担金の増額
歳 出 人件費の調整に伴う増額、
事業費確定に伴う不要見込額の減額

小川

純夫
（議会代表者会議員） 総務委員会

竹内

英和

保健福祉委員会

平成27年度定期監査の結果について
地方自治法第１９９条第４項及び上田地域広域連合監査委員条例第２条第１項の規定に基づき、平成２７
年度定期監査が平成２７年１１月２７日
（金）
に行われました。

●監査の概要

条

例

の

一

部

改

正

● 上田 地 域 広 域 連合情報公開条例中一部改正について
行政不服審査法の改正等に伴い、
上田地域広域連合情報公開条例の一部改正を行いました。
● 上田地域広域連合個人情報保護条例中一部改正について
行政不服審査法の改正等に伴い、
上田地域広域連合個人情報保護条例の一部改正を行いました。
● 上田地域広域連合情報公開・個人情報保護審査会条例中一部改正について
行政不服審査法の改正等に伴い、
上田地域広域連合情報公開・個人情報保護審査会条例の一部改正を行いました。
● 一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例中一部改正について
特殊勤務手当の見直しに伴い、
一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正を行いました。

平成27年４月１日から10月31日までの７か月間における基金の管理・運用状況及び財務に関す
る執行状況、
とりわけ現金取扱業務・予算執行状況・財産管理状況・施設管理状況について、適正か
つ効率的に執行されたかに主眼を置き、一般会計及び特別会計における現金取扱施設２施設及び消
防本部、
１消防署について、監査を実施しました。

●監査の結果
財務に関する執行状況、施設管理状況、
とりわけ現金取扱事務については、適正に執行されている
と認められますが、次の点について留意の上、適正な事務処理に努めてください。
（１）現金管理状況については、特に問題は無かった。今後においても適正な処理を心がけ、複数の職
員による確認の徹底、入金後の速やかな金融機関への納入など、引き続きその取扱いに留意さ

● 職員の再任用に関する条例中一部改正について
被用者年金制度の一元化等をはかるための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴い、職員の再任用
に関する条例の一部改正を行いました。

れたい。
（２）消防本部においては、関係団体の現金を管理しているが、公金管理における現金の取扱いと同

● 人事行政の運営等の状況の公表に関する条例中一部改正について

様に、確認及び入金と支払など適正な事務処理に努められたい。

地方公務員法の改正等に伴い、
人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正を行いました。
● 上田地域広域連合火災予防条例中一部改正について
消防法施行令の改正に伴い、
上田地域広域連合火災予防条例の一部改正を行いました。

4

議会、監査などに関する問い合わせ先：総務課 ☎43-8811
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28

連載

No.

「第三次 ごみ処理広域化計画」を策定しました
上田地域における、
ごみ処理の基本的な考え方及び取組の指針等を示した「ごみ処理広域化計画」について、第二次
計画
（平成2１年１０月改訂）
の取組状況及び成果の検証等を行い、
この度、第三次計画として策定しました。
今後この計画に基づき、
ごみ処理の広域化による循環型社会の構築を目指してまいります。

2 皆さんへのお願い
①食材は、残さず有効利用

②生ごみの減量と堆肥化
は…
生ごみ

そう
おいし

残さず
ってね
全部使

コンポストへ
いためたり

1 ごみ処理広域化計画のポイント
（1）可燃ごみの減量化目標値

毎日の生活の中で、住民の皆さんが1日

平成２６年度

ことが必要です。

41,375トン/年
（5５９g/人・日）

目標達成には

の減量が必要です

平成32年度

（530g/人・日）

※
（

④古着・古布の再利用

資源を可燃ごみとして、捨てて
いないか振り返ってみよう。

1人1日 29g
36,933トン/年

煮たり…

530（ごみゼロ）g まで、可燃ごみを減らす

■資源（雑がみなど）
になるものを捨てて
いませんか？
■生ごみの減量化に取り組みましょう。

※29g ≒ レタスの葉１枚分、
牛乳パック
（１L）1個分など

）
は、
1人1日当たりの可燃ごみ排出量

大きくな
ったら
あげる
ね

③紙類の資源回収
出

分別排

（2）ごみ処理施設の整備方針
上田地域広域連合管内にある、
３箇所のごみを焼却する施設と２箇所の
不燃物の選別を行う施設を統合して、一つのごみ処理施設とします。
青木村

現在のごみ処理施設
❶ 上田クリーンセンター

処理能力
30トン/日 8時間
（15トン炉×２基）
平成５年９月稼働

長和町

プラスチック

不燃

有害・
危険ごみ

❹ 上田市不燃物処理資源化施設 ❺ 東御市不燃物処理施設

処理能力
40トン/日 16時間
（20トン炉×２基）
平成４年４月稼働

処理能力
20トン/日
昭和６１年1月稼働

処理能力
10トン/日
昭和53年3月稼働

統合クリーンセンター（ごみ焼却施設）
●処理能力１４４トン/日
（減量目標値の36,933トンから算出）
●焼却熱を回収し、発電や余熱利用を行います。

可燃
古紙はさまざまな
紙製品に生まれ変わります

資源循環型施設（統合ごみ処理施設）

最終処分場

⑤きちんと分別する

❷ 東部クリーンセンター

処理能力
200トン/日 24時間
（100トン炉×２基）
昭和６１年４月稼働

❸ 丸子クリーンセンター

上田市

東御市

※資源物： 紙類（新聞紙、雑誌、雑がみ、紙パック、段ボールなど）、
缶、びん、ペットボトルなど

統合リサイクルプラザ（不燃物処理施設・環境教育拠点施設）
●施設規模は、民間活力を生かし必要最小限とします。
上限１４トン/日
●環境教育の拠点とし、市民参加による施設づくりを目指します。

建設地は、資源循環型施設の建設地以外の市町村が受け持つことを基本とします。
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資源物

「ごみ処理広域化計画」
（全文）
については、上田地域広域連合のホームページをご覧ください。
http://www.area.ueda.nagano.jp
問い合わせ先：ごみ処理広域化推進室 ☎ 43-8818
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119こちら消防本部

介護保険の申請からサービス利用までの流れをご紹介します

住宅用火災警報器の設置状況調査を行います
実施期間 : 平成28年４月から５月末まで

〜訪問調査にご協力をお願いします！〜

消防本部では、4月から住宅用火災警報器の設置に関す

る調査を行います。無作為に抽出したお宅へ、身分証明書を
携帯した消防職員が訪問し、玄関先で設置状況などの聞き
現時点の設置状況の把握と、設置に向けた普及啓発や設置

なくすため、住宅用火災警報器をすべての住宅に設置

6月1日時点の推計で69.1％と、長野県全体の平均より約
10％も低い設置率となっております。
本調査について、皆様のご理解とご協力をお願いします。

❶介護保険の申請

❷認定調査

介護が必要と感じたら、各 市 町 村 の
窓口に申請してください。

調査員がご自宅や病院等を訪問し、心身の状況
など全国共通の調査項目74項目に従って調査しま
す。実際に動作を行ってもらったり、ご本人やご家
族から日頃の様子を伺います。(調査時間は、およ
そ1時間です。)

ちの１件は逃げ遅れにより２人の方の尊い命が失われ

取りを行います。この調査は、国の調査方法に基づき行い、

管内における住宅用火災警報器の設置率は、平成27年

上田地域広域連合

今年に入り、管内では住宅火災が多く発生し、そのう
ました。
火災の発生をいち早く知り、逃げ遅れによる死者を

後の維持管理の周知を目的としています。

お住まいの市町村

することが、法律で義務付けられています。

住宅用火災警報器は、
概ね10年を目安に
本体の交換をしましょう！

ご本人

サービスの利用

調査項目の中には、話しづらい内容も含まれま
すが、より正確な介護度認定を行うため、ご理解を
お願いします。

ケアマネジャーが認定結果に
応じた介護サービスについて、
ご本人やご家族と相談しながら
利用計画を作ります。それに基
づきサービスをご利用いただき
ます。

❸主治医意見書の依頼
心身の状態など介護が必要となる原因について
まとめた「主治医意見書」を医師に依頼します。
ご本人は、かかりつけ医などで受診してください。

定 期 普 通 救 命 講 習のご案 内
いざというときのために、救命講習を受講して応急手当の方法を身につけましょう。
平成
年度﹁定期普通救命講習会Ⅰ﹂日程

28

開催日

担当消防署

講習時間・申し込み方法等

４月２３日

上田東北消防署

５月２８日

川 西 消 防 署

６月２５日

丸 子 消 防 署

７月２３日

真 田 消 防 署

８月２７日

東 御 消 防 署

１０月２２日

依田窪南部消防署

１１月２６日

上田中央消防署

１２月１７日

上田南部消防署

１月２８日

上田東北消防署

２月２５日

川 西 消 防 署

３月２５日

丸 子 消 防 署

●会場：担当消防署へお問い合わせください。
●講習時間：午後２時から午後５時
●内容：心肺蘇生
（AEDを含む方法）
を中心にした内容です。
（応急手当WEB講習を受講すると、
講習時間が３時間から２時間に短縮されます。
詳しくは上田地域広域連合ホームページhttp://www.area.ueda.nagano.jp）
●申し込み方法：受講日が決まりましたら、
最寄りの消防署へ申込書を提出してくださ
い。
（申込書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。）
●受講料：無料
上級救命講習会を９月24日 上田市中央公民館
にて開催します。こちらは８時間の受講になります。
詳細は、最寄りの消防署へお問い合わせください。

❺認定結果の通知

❹審査判定（介護認定審査会）

「介護認定審査会」の判定結果をもとに、各市町
村で要介護認定を行い、その結果を申請者にお知
らせします。

「介護認定審査会」の委員は医療、保健、福祉の
専門家で構成され、訪問調査の結果と主治医意見
書をもとに審査し、要介護度を判定します。

介護保険の申請やサービスに関する問い合わせは、各市町村の担当課まで

●上田市 高齢者介護課 ............ ☎23-5140
丸子地域自治センター ........... ☎42-0092
真田地域自治センター ........... ☎72-4700
武石地域自治センター ........... ☎85-2119

●東御市 福祉課 ......................................... ☎64-8888
●長和町 町民福祉課 .................................. ☎75-2046
●青木村 青木村地域包括支援センター ...... ☎49-0111

問い合わせ先：介護障がい審査課 ☎ 43 - 8813

※開催日については変更する場合があります。また、定期普通救命講習以外で団体等で受講を希望する場合は、最寄りの消防署へご相談ください。

長野県民の
消防員表彰を受賞しました

問題（広報紙をよく読んでね！○には1文字・数字が入ります）

平成２８年３月６日（日）に「第18回長野県民の消防員表彰
受賞式」が開催され、長年の救助功労により、上田中央消防署
名和厚守 消防司令
（写真：前列中央）
が表彰されました。
この授賞式は毎年度行われており、県下の消防職員１名及び
消防団１団体が選ばれます。
今後も、上田地域の住民の皆様の生命・身体及び財産を守
るべく日々努力してまいります。
●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
上田南部消防署 .......... ☎38-0119
上田東北消防署 .......... ☎36-0119
川西消防署.................. ☎31-0119
東御消防署.................. ☎62-0119

抽選で10人の方にプレゼント

丸子消防署.................. ☎42-0119
依田窪南部消防署 ....... ☎68-0119
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真田消防署.................. ☎72-0119

火災・救急・救助等出動要請は☎119

① 一般会計及び３つの特別会計を合わせた全体の予算総
額は、〇〇億６，
０３０万円で、前年度と比較して１．
１％、
５，
１８２万７千円の減額となりました。
② 平成３２年度の可燃ごみ減量化目標値達成には、
１人１
日〇〇グラム（レタスの葉１枚分、牛乳パック（1Ｌ）
１個
分など）の減量が必要です。
③ 管内における住宅用火災警報器の設置率は、平成２７年
６月１日時点の推計で〇〇．
１％と、長野県全体の平均よ
り約10％も低い設置率となっております。

【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

【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、4月22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1月号の答えは、① 2 2 ② マ イ ナ ス ③ 1 5 9
でし た 。応 募 総 数
1 9 5 通 の 中 から、
10人の方に、
「真田
関連菓子詰合せ」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

4月〜6月

「おもしろ科学少年団」修了式

トピックス 平成27年度

〜新しい発見や知らないことを体 験したよ！〜

３月５日㈯、平成２７年度「おもしろ科学少年団」修了式が行われました。
上田地域内の小学生６０人が参加した「おもしろ科学少年団」は、
「自然
あそび」「地層・化石・鉱物」
「科学工作」
「自然探検」の４つのグループ
に分かれ、４月から活動してきました。
修了式では、「違う学校の友達ができた」「学校では学べないことが
学べた」と１年間を振り返り、「新しい宝物ができました」と作品などを
披露してくれました。

を発表
活動のまとめ

入場無料

ゆきたんジャンケン大会 他

4月30日㈯

会場 1F 文化ホール
10:00〜15:00

信州プロレス・アームレスリング・ハイぶりっ子ちゃん○×クイズ 他

◉おもしろ・ふしぎ体験広場 参加無料

4月9日㈯、5月14日㈯、6月11日㈯ 13：30〜15：30
会場 1F エントランスホール
おもちゃ病院
いろいろな不思議を気軽に体験しよう。 開院します

◉子ども地質講座

参加無料 事前申込

5月5日㈭
10：00〜11：30
会場 1F「鉱物・岩石・化石」展示室 定員：15人
顕微鏡で鉱物をのぞいてみよう！

◉発明チャレンジワークショップ

参加無料
事前申込

5月7日㈯ ◆申込み5月4日㈬まで、6月4日㈯ ◆申込み6月1日㈬まで
13：00〜16：00 会場 4Ｆ 科学実験室 定員：20人
上田地域在住の小学生（小学校４年生以下は保護者同伴）〜一般の方
世界にたった一つの発明品を作ろう！

おりがみ教室

4月17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
五月の節句の飾りを折ろう。昨年の様子

当日申込

切り絵教室

事前申込

週末の理科室

当日4Ｆにて受付します。

示

会場 4F 科学実験室

9:30〜11:30
定員：20人

4月16日㈯ ◆申込み4月13日㈬まで
プラバンでお気に入りのキーホルダーやペンダントを作ります

簡単カメラをつくってみよう

５月3日㈫〜22日㈰ 入場無料
9:30〜16:30(最終日は16:00終了)
会場 2F 美術館
上田地域で活躍されている企業の
特許製品・部品の展示と
特許を取得するまでの
過程などを紹介します。
参加無料

事前申込

プラバンのアクセサリー作り

企業発明展

プラネタリウム

参加無料

対象：上田地域の小中学生とその保護者
（小学校5年生以上なら子どもだけでも可）
◆各期日までに電話または
ＦＡＸでお申込みください。

5月7日㈯ 19:30〜21:30
会場 屋上 天体観測室
春の星座や土星などを観察しましょ
う。◆雨天・雲天の場合はプラネタ
リムの投映になります。

5月28日㈯ ◆申込み5月25日㈬まで
虫メガネを使ってカメラをつくり、写真(白黒)を写します

キラキラ鉱物を観察しよう

6月18日㈯ ◆申込み6月15日㈬まで
火山灰から鉱物をとりだし、顕微鏡で観察します

会場 ４Ｆプラネタリウム室 ◆直接会場へお越しください。

春の星座の見つけ方を知り、星座にまつわる神話の世界を楽しみましょう。
★春の星座と神話 4月23日㈯
★夏の星座と星の動き 6月4日㈯
10:00〜11:00
10:00〜11:00

4月・5月投映 ★星うさぎと月のふね ★ミラクルプラネット ★春の星座解説
6月投映
★ぼくたち惑星8兄弟 ★ミラクルプラネット ★夏の星座解説
【投映日時】 土曜日 １３
：
３０〜／１５
：
００〜 日・祝日（振替休日含）
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人以上団体割引あり
◆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）

ＪａｚｚＳ
ｉ
ｎｇｅｒ 堀内実智代
6月17日㈮
19：00〜（開場18：30）
会場 4Ｆ プラネタリウム室
チケット：1,000円（全席自由席）
出演者：堀内実智代(Ｖｏｃａ
ｌ)
山口泰一郎(Ｐｉ
ａｎｏ)
藤巻良康(Ｂａｓｓ)
◆チケットは、上田創造館窓口
にて5月14日㈯から販売開始

（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

参加無料 直接会場へお越しください。

〜心に響く歌声との巡り合い〜

5月18日㈬、25日㈬、
６月8日㈬、22日㈬
７月6日㈬ 9:30〜11:30 参加費：1,000円（5回分）
会場 2F コミュニティーホール（小）定員：15人
切り絵の基礎から学びます。◆4月9日㈯〜5月11日㈬
までに電話またはＦＡＸでお申込みください
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春の星空観望会

星空コンサート

◆申込み5月2日㈪まで

室

自信作を高々
と披露

思い出に残る
作品の紹介

4月29日㈮ 13:00〜15:00

観望会

展

子ども夢フェスタ

イベ ント

教

修了証の授与

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/

Ⓒバイオタイド／D＆Dピクチャーズ

お知らせ

ゴールデンウィーク特別無料投映 4月29日㈮・30日㈯、5月1日㈰・3日㈫〜5日㈭

平成28年度上田創造館

のびのびキッズ

手作り工作や蝶の観察などを行いながら、科学と自然のおもしろさ、楽しさを体験します。
参加者 【活動日時】
平成28年5月〜12月までの年8回（毎月1回、第3土曜日 10：00〜11：30）
象】上田市・東御市・青木村・長和町の４歳（年中）〜未就学児まで
募集！ 【対
【定
員】２０人
【年 会 費】３，
０００円（保険代・通信費・材料費等）
【申込受付】４月１０日㈰ 午前９
：
００から受付
◆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。

6月6日㈪は、定期清掃等のため休館

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。
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4月
6日㈬〜 上田城千本桜まつり
17日㈰ 上田市：上田城跡公園

24日㈰ 第34回上田真田まつり

29日㈰ 美ヶ原牧場放牧祭り

25日㈪ 美ヶ原高原開山祭

下旬

上田市：上田城跡公園・中心市街地

上田市・長和町：美ヶ原高原

上田市・長和町：美ヶ原高原

ささやき神社例大祭・軽トラ市

長和町：道の駅マルメロの駅ながと

29日㈮ 第16回たけしノルディックウォーキング in 余里一里花桃の里

6月

上田市：余里

29日㈮ 祢津東町歌舞伎公演

東御市：祢津日吉神社境内 東町歌舞伎舞台

9日㈯〜 「高倉健と宮入小左衛門行平の絆」展
6月12日㈰ 坂城町：鉄の展示館

5月
5日㈭

うえだこどもまつり

16日㈯ 鷹山ファミリー牧場オープン

8日㈰

子どもフェスティバル in びんぐし

17日㈰ 祢津健事神社御柱祭
建て御柱祭・奉納歌舞伎公演

14日㈯ 第13回子どもフェスティバル

長和町：鷹山ファミリー牧場

東御市：祢津健事神社

新緑の和田宿ステーション祭り

5日㈰

菅平高原カントリーフェスティバル

長和町：和田宿ステーション

上田市：菅平高原国際リゾートセンター

18日㈯・中央分水嶺トレイル完全踏破ツアー
19日㈰ 長和町：長門牧場〜美ヶ原高原

10日㈰ 子檀嶺神社式年御柱大祭

上田市：信広寺前〜子檀嶺神社

上旬

上田市：上田市自然運動公園
坂城町：びんぐしの里公園

東御市：東御中央公園一帯

15日㈰ 御屋敷公園つつじ祭り
上田市：真田氏館跡

18日㈯〜 第７回新作日本刀 研磨 外装
8月21日㈰ 刀職技術展覧会

28日㈯・長門牧場祭
29日㈰ 長和町：長門牧場

坂城町：鉄の展示館

21日㈭ ビーナスライン開通

長和町：八島湿原〜美ヶ原高原

21日㈭ 大法寺大般若祭
青木村：大法寺

28日㈯〜 信州ルネッサンスウィーク
6月5日㈰ 上田市：信州国際音楽村

19日㈰ 湯の丸高原つつじ祭りイベント

28日㈯〜 第11回ばら祭り
6月12日㈰ 坂城町：さかき千曲川バラ公園

下旬〜 信州国際音楽村ラベンダー祭り
7月中旬 上田市：信州国際音楽村

東御市：湯の丸高原

24日㈰ 鹿教湯文殊堂春祭り
上田市：鹿教湯文殊堂

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

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！

参加者募集

●長和町役場 ☎６８-３１１１
●坂城町役場 ☎８２-３１１１

百体観音ふれあいウォークｉｎ東御

スポーツレクリエーション祭2016

★日

春の部

①らいでんコース（芝生広場 ⇔ 1番観音・雷電生家

時 平成28年 5月15日㈰
／6㎞）
受付：午前８時〜８時30分
②ぶらぶらコース（芝生広場⇔ 20番観音／12㎞）
出発：午前９時〜
③さわやかコース（芝生広場 ⇔ 50番観音／18㎞）
★ 集合場所 東御中央公園 芝生広場
時間制限有り
★ 申込期間 4月18日㈪〜5月9日㈪
④ノルディックウォーキング体験コース（スポーツ
★ 申し込み先 東御市教育委員会生涯学習課
推進委員の指導のもと、ポールを使って、らいで
生涯学習・スポーツ係（第一体育館）
んコースを歩きます／6㎞）
TEL.62-2200 FAX.62-3417
※その他詳細は上記までお問い合わせください。
（電話による問い合わせ：平日の午前９時から午後５時まで）

昨年の様子

上田地域統計データ
※長野県毎月人口異動調査 2 月1 日現在

青木村

1,611 世帯
4,370 人

上田市

062,627 世帯
155,927 人

東御市

11,093 世帯
29,811 人

長和町

2,423 世帯
6,091 人

坂城町

05,543 世帯
14,752 人
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