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うえだ地域浪漫紀行～「一福処濱屋」すへも見にけむ 滝の明王

六連銭 不惜身命 胸に秘め

中山道の長久保宿は、慶長７年（１
６０２年）
、中山道の制定にともない成立しました。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
いたことから、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。
「一福処濱屋」は休憩所を兼ねた歴史資料館として運営されており、真田信繁（幸村）
の長女「すへ」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。

真田幸村の娘
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上田広域

検索

真田信繁（幸村）
の長女「すへ」
が
別名「行者の滝」
とも言われ、四季を
嫁いだ長久保宿本陣石合家です。 通して様々な風景が堪能できます。
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119こちら消防本部

救急車を
上 手 に 使 い ま し ょう

平成２８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２３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５件の議案が同意・可決されました。詳細は次のとおりです。

上田地域広域連合副広域連合長の選任について

消防本部管内の平成２７年中の救急出動件数は９，
３４４件で、搬送された方の人数は８，
７７７人でした。

東御市長選挙において当選された花岡利夫氏が、上田地域広域連合副広域連合長に選任さ
れました。

人

花岡利夫 副広域連合長

事
●上田地域広域連合公平委員の選任について

広域連合議会議員の改選に伴い、次の委員が選任され
ました。
（敬称略）
議員選任監査委員 小林 隆利（上田市議会選出）

公平委員会委員３人のうち１人の任期満了に伴い、次の
委員が選任されました。
（敬称略）
公平委員会委員 山本 幸恵（上田市）

任期：上田地域広域連合議会議員の任期による

任期：平成２８年５月２５日から平成３２年５月２４日までの４年間

東御消防署水槽付消防ポンプ自動車の購入について
6，
307万2千円

契約の相手方 長野消防設備株式会社

上田支店長

星沢

忠夫

依田窪南部消防署災害対応特殊水槽付消防ポンプ自動車の購入について
契約金額

本部には８消防署あり、各署１台の救急車で救急業務をしています。管轄の消防署の救急車が出動中に、別の救急要請
があった場合は、隣接の消防署から出動しますので、救急車が到着する時間が本来より遅くなることもあります。

●上田地域広域連合監査委員の選任について

契約金額

これは、
１日約２６件の出動があり、住民の２３人に１人が救急車で医療機関に搬送されたことになります。現在、消防

7，
236万円

契約の相手方 第一防災工業株式会社

代表取締役

関

浩一

大切な命を救うため、救急活動にご理解とご協力をお願いします。
「救急車通報のポイント」
「ためらわず救急車を呼んでほしい症状」を以下にまとめましたので、参考にしてください。

救急車通報のポイント
●救急車の要請は「１１９」番です。携帯電話、
固定電話、
有線電話全て同じです。
●電話口の「通信指令員」の指示に従ってくだ
さい。
●可能でしたら屋外に出ていただき、救急車の
誘導をお願いします。傷病者との接触が早く
なります。
●準備しておくものは、
「おくすり手帳」もしく
は「服用しているお薬」、
「健康保険証」、
「診
察券」乳幼児は「母子手帳」をお願いします。

上田市議会選出議員の改選がありました
域連合議会議員の委員会等の構成は次のとおりです。
（敬称略）
長 土屋

陽一
（上田市）

副議長 櫻井

寿彦
（東御市）

議会代表者会
座

長 小林 隆利
（上田市）
井沢 信章
（上田市）
宮下 省二
（上田市）
櫻井 寿彦
（東御市）
小林 和雄
（青木村）
小川 純夫
（長和町）
塩野入 猛
（坂城町）

総務委員会

保健福祉委員会

委員長
宮下 省二（上田市） 委員長
副委員長 小林 和雄（青木村） 副委員長
土屋 勝浩（上田市）
松井 幸夫（上田市）
長越 修一（東御市）
金沢 広美（上田市）
西沢 逸郎（上田市）
櫻井 寿彦（東御市）
小川 純夫（長和町）
久保田由夫（上田市）
塩野入 猛（坂城町）

井沢 信章（上田市）
清水 新一（東御市）
山田 英喜（上田市）
阿部 貴代枝（東御市）
居鶴 貞美（青木村）
三井 和哉（上田市）
竹内 英和（長和町）
安藤 友博（上田市）
小林 隆利（上田市）
半田 大介（上田市）
塩入 弘文（坂城町）

情報公開・個人情報保護制度の開示結果について（平成２8年３月末現在）
平成２7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

5件

開示件数

5件
（部分開示 0件）

不開示件数

0件

● 個人情報保護制度
開示請求件数 ０件

開示件数 ０件

問い合わせ先：総務課 ☎43-8811
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●突然の激しい頭痛、高熱。
●意識がない、
もうろうとしている。
●顔半分が動きにくい、
しびれがある。
●急に胸が痛む、息が苦しい。
●胸の締め付けられるような痛みが２～３分
続く。
●手足が突然しびれる、力が入らない。
●ろれつが回らない。
など
※救急車は緊急自動車です。サイレンを鳴らさないで走行することはできません。
※判断に迷った時は１１９番で結構です

消 防 職 員を募 集します

上田地域広域連合議会議員のうち、上田市議会選出議員１３名の改選がありました。平成２８年５月現在の上田地域広
議

ためらわず救急車を呼んでほしい症状

採用予定日

必要書類

平成 29 年 4 月1 日

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してください。）
③ 履歴書別紙
④ 392円切手貼付の定形封筒（簡易書留代金を含む。規格
／長形３号、
受験者の郵便番号・住所・氏名を記入）
※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。

試験の区分・種類・受験資格等
採用予定人員：5 名程度
区

土屋

陽一

議長

分

種

類

受 験 資 格

高等学校
消防職
卒業程度

平成 3 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。

第一次試験

受験申込
日時 平成28年7月25日㈪～８月5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。

日時 平成28年9月18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。

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

連載

29

真田歴史めぐりスタンプラリー

No.

燃やせるごみのごみ減量化、再資源化に引き続きご協力を
上田地域の「燃やせるごみの搬入量」、

574

563

「１人１日当たりのごみ排出量」は、微
量ながら着実に減少しています。
平成 32 年度減量化目標値 36,933
トン達成まであと 3,939トン、１人１日
当たりの排出量はあと24 グラム（みか
んの皮１枚）の減量が必要です。
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。

560

554

559

（ごみゼロ） 600
530
550
500

あと24g（みかんの皮1枚）

（単位：㌧）
50，
000

565

47,960

45，
000

あと3,939トン

燃やせるごみ搬入量と減量化目標値
41,681

42,339

42,438

41,655

40，
000

41,375

40,872
36,933

35，
000
30，
000

平成12年度

22年度

23年度

24年度

25年度

26年度

27年度

32年度
（目標値）

1

❶ 再開時期及び配布日：平成28年9月6日㈫から再開 毎月第1、第3火曜日
❷ 配布方法 ※当日配布予定数に達し次第、配布を終了します。
●受付時間：午前9時30分から午前10時まで
●受付場所：清浄園事務所
●配布数：原則1人10袋まで（生産量等により上限が変わることがあります。）
❸ 配布額：１袋当たり50円

3
4
5

2

4

信州上田真田丸大河ドラマ館（上田市）
海野宿歴史民俗資料館（東御市）
青木村郷土美術館（青木村）
長久保宿 一福処濱屋（長和町）
上田創造館（上田地域広域連合）

3

5

1
1

東御市
3

2

5

2

4

3
4
5

若林

雅一

深井

雪江

ふかい

ゆきえ

うえはら

上原

昌子

山本

2年間)を受けた10名が2人1組になり、施設利用者やそ
の家族などからお話を聞きながら、介護保険サービスに
ついて相談を受けています。現在、右表の48施設へ定期
心してより良いサービスを受けていただくために、施設
職員と意見交換や提案も行っています。

いで

よしとも

井出

吉澄

正信

鳥山

裕子

訪問先

訪問施設

やまもと

介護相談員は、上田地域広域連合長から委嘱(任期は

的に訪問をしており、施設の状況を見ながら、利用者が安

まさこ

まさのぶ

とりやま

ひろこ

しおざき

ひろのり

塩崎

紘徳

掛川

久代

かけがわ

訪問施設数

ひさよ

訪問の頻度

介護老人福祉施設

13

1回／月

介護老人保健施設

8

1回／月

地域密着型介護老人福祉施設

3

1回／3カ月

24

1回／3カ月

認知症対応型共同生活介護
（グループホーム）

問い合わせ先：介護障がい審査課 ☎ 43 - 8813

4

５班

まさかず

上田市立博物館（上田市）
真田氏歴史館（上田市）
道の駅 雷電くるみの里（東御市）
道の駅 あおき（青木村）
道の駅 マルメロの駅ながと（長和町）

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

抽選で10人の方にプレゼント

問い合わせ先：清浄園（上田市常磐城 2320）☎２２-２３３９

わかばやし

チェックポイント
1

長和町

問い合わせ先：ごみ処理広域化推進室 ☎ 43-8818

４班

美佐子

スペシャル
チェックポイント
2

３班

関

宏

みさこ

２班

１班

せき

真田歴史めぐりスタンプラリー
チェックポイント

上田市

可燃ごみボックスのそば
に、雑がみ（資源物）を
入る容器を設置した例

私たち介護相談員が訪問します。
宮原

地域内のスイーツが抽選で当たる

青木村

出典：『 ゴミック「廃貴物」第8集 』
ハイムーン氏作、㈱クリエイト日報刊より転載

分別しやすい
環境づくり

～安心してサービスをご利用いただくために～
ひろし

❷スタンプを6個押したら、台帳から応募
用紙（はがき）
を切り離し、事務局へ郵送
小中学生の方に、
オリジナルバッジをプレゼント！
して下さい。
※小・中学生を対象にスペシャルチェックポイント
（5ヵ所）
をすべて回った方、 ❸応募者の中から、抽選で、20名の方に
さらに、すべてのチェックポイント（10ヵ所）を回った方に、それぞれ先着
地域内のスイーツをプレゼントします。
20名の方に

300名様限定で、
オリジナルバッジをプレゼントします。
（缶バッジ受け渡し場所：上田創造館）

分別 ➡ ごみ減量化 ➡ 再資源化

お待たせしました！「サラ・さらさ」
（肥料）の配布を9月から再開します。

みやはら

上田地域内における「真田氏の歴史」に、家族で触れていただく
参 加 方 法
よう、真田氏関連の史跡や、地域内の観光施設を巡るスタンプラ
❶参加者は、いずれかのチェックポイントで
リーを開催します。真田一族が駆け巡った上田地域内をこの機会に、
スタンプ台帳を手に入れ、上田地域内に設
巡り歩いてみませんか。
けられた10ヵ所のチェックポイントに立ち
日 程
平成28年 7月1日㈮から 平成28年10月10日㈪まで
寄り、台帳にスタンプを押して下さい。
賞 品

ごみ減量化への取組 ～ 一人ひとりができることから始めましょう ～

平成23年5月から配布を中止している
「サラ・さらさ」の放射性セシウム濃度
は、現在30ベクレル/kg前後まで減少し、
国が示した基準値（200ベクレル/kg以
下）を大きく下回っていることから、
「サ
ラ・さらさ」の配布を再開します。

～上田地域内の真田氏ゆかりの地を結ぶ～

（単位：g/人・日）
650

1人1日当たりごみ排出量

623

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 1日約２６件の出動があり、住民の〇〇人に
１人が救急車で医療機関に搬送されたこと
になります。
② 平成３２年度減量化目標達成まで、あと１人
１日当たり〇〇グラム（みかんの皮１枚）の減
量が必要です。
③ 上田地域内に設けられた〇〇か所のチェック
ポイントに立ち寄り、台帳にスタンプを押す。

【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、7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4月号の答えは、① 4 6 ② 2 9 ③ 6 9 でし
た。応募総数238
通の中から、10人
の 方に、ゆきむら
夢工房特産品セッ
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

7月～9月
上田創造館に山浦名誉館長就任

トピックス

星空解説

上田市出身で宇宙航空研究開発機構（JAXA）理事とし
てご活躍の山浦雄一氏を名誉館長に委嘱しました。
５月７

プラネタリウム

手渡された後、就任記念講演会を行い、JAXAが取り組
んでいる宇宙開発について詳しくお話いただきました。
今後は、山浦名誉館長の豊富な経験や多彩な知識で当

イベ ント

おもしろ・ふしぎ体験広場

参加無料

桜井副議長 母袋連合長 山浦名誉館長 井上理事長

会場 1F エントランスホール

【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 ★銀河鉄道の夜 ★夏の星座解説
９月
★銀河鉄道の夜 ★宇宙どこまであるの？物語 ★秋の星座解説

8月1日㈪

◆8月8日㈪までに電話で申込み。

蚕の飼育

～31日㈬

入場無料

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㈪～11日㈭
9:00～17:00
会場 １Ｆ 民俗資料館

ふしぎ・なるほど・おもしろ
サイエンス2016 科学っておもしろい！
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！
8月1日㈪・2日㈫ 10:00～15:30
会場 １Ｆ 文化ホール
対象：自由参加
◆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。

アゲハチョウの観察

参加無料

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6日㈯ 9:30～11:30
会場 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年生以上なら子どもだけでも可）

8月27日㈯ 10:00～11:00
9月24日㈯ 10:00～11:00

夏の企画展 オリジナルカードプレゼント！
「アニメDE真田十勇士」

8月20日㈯～9月8日㈭
9:30～16:30 会場 2F 美術館
忍者についてのパネル展示や
手裏剣投げ等の体験イベントを
開催します。

昨年の様子

昔ばなし語りの会
入場無料
こわ～い話を
聞いて涼みましょう。

8月28日㈰ 13:30～
会場 １Ｆ 民俗資料館
語り部
塩田平民話研究所

宮沢賢治の名作が360度CGアニメで登場

地質学研究家・山辺邦彦氏による展示物
の紹介、地質の説明、顕微鏡を使用して
の鉱物観察。
8月11日㈭ 10:00～11:30
会場 1Ｆ「鉱物・岩石・化石」展示室
定員：15名 対象：上田地域の小学校3年
生から中学生（小学校5年生以上なら子
どもだけでも可）

7月23日㈯ 10:00～11:00

秋の企画展
忍者講演の巻
「忍者企画展」
（仮称） 9月11日㈰ 13:30～15:00

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。

子ども地質講座

◆直接会場へお越しください。

！
！

教

室

会場 1F 文化ホール

『忍たま乱太郎』の
原作者 尼子騒兵衛氏
演題：
「果報は寝て
待とう！
！」

おりがみ教室

7月3日㈰「七夕飾りを折ろう」
9月4日㈰「秋の飾りを折ろう」
10:00～12:00 参加費：300円
会場 1F 第4･5研修室
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） 事前申込
10月12日㈬、19日㈬、11月2日㈬、
16日㈬、30日㈬ 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）
◆9月3日㈯～10月5日㈬までに電話または
FAXで申込み。

参加無料

どなたでも参加できます。
夏・秋の星座や土星などを
観望してみましょう！
7月2日㈯ 19:30～21:30、
9月3日㈯ 19:00～21:00
会場 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。

7月16日㈯～8月14日㈰ 9:30～16:30
会場 2F 美術館
十勇士に関する資料や漫画の原画（複製）展示、
甲冑試着体験会等、多数のイベントを開催します。

８月１日㈪～１4日㈰

参加無料

星空観望会

会場 4Ｆ プラネタリウム室

【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）

企画展 入場無料

手作りおもちゃ等で、いろいろな不思議を体験しよう！ ◆おもちゃ病院も開院します。
7月9日㈯・8月13日㈯・9月10日㈯ 13:30～15:30

子ども科学館まつり

（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

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！（映像の上映はございません。星空の解説のみです。）

日に開催した委嘱式では、母袋広域連合長から委嘱状を

館が運営する各種事業に助言をいただく予定です。

参加無料

★夏の星座と神話
★夏の星座と星空の動き
★秋の星座と神話

上田創造館の開館30周年の節目にあたり、このたび、

山浦雄一 名誉館長

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/

週末の理科室

手作り顕微鏡で
花粉観察 参加無料
顕微鏡を作り、花粉などを
観察します。
7月16日㈯ 9:30～11:30
会場 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年生以上なら子ど
もだけでも可） ◆７月13日㈬
までに電話またはFAXで申込み。

発明チャレンジワークショップ

参加無料

夏休みの自由研究や、
「長野県発明くふう展」
「アイデア発明作品展」に向けて、作品づくりをします。
あたなのアイデアが…大発明になる？？？
7月～9月の日程
7月02日㈯ ◆7月01日㈮までに電話で申込み。
7月23日㈯ ◆7月20日㈬までに電話で申込み。
8月06日㈯ ◆8月03日㈬までに電話で申込み。
8月27日㈯ ◆8月24日㈬までに電話で申込み。
9月24日㈯ ◆9月21日㈬までに電話で申込み。
各日とも 13:00～16:00 会場 4F 科学実験室
定員：20名（先着順） 対象：上田地域の小学生以上～一般の方も
参加可（小学校5年生以上なら子どもだけでも可）
◆一般社団法人長野県発明協会 知財アドバイザー
に一つだけの発明品を考えます。

富澤正氏と一緒に世界

◆８月3日㈬までに電話またはFAXで申込み。

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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7月
6月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

8月
5日㈮

第29回信州上田大花火大会（少雨決行） 28日㈰ 黒耀石（こくようせき）のふるさと祭り
長和町：鷹山

上田市：千曲川河川敷

坂城町：鉄の展示館

27日㈯～ 鉄の展示館収蔵品展
9月11日㈰ 坂城町：鉄の展示館

9月
6日㈯
3日㈰～ 第7回全国つるし飾りまつり
8月14日㈰ in 別所温泉
上田市：別所温泉

9日㈯

祢津祇園祭

東御市：東町・西宮

16日㈯・第18回あじさい祭り
17日㈰ 上田市：前山

6日㈯

青木村夏まつり

6日㈯
7日㈰

30日㈯ 稲倉の棚田ほたる火まつり

松尾神社秋例大祭 大山獅子

東御市：田中商店街一帯

青木村：青木村役場～村営グラウンド

町民まつり 坂城どんどん
坂城町：坂城駅前

横町・立町通り

第21回信州爆水RUNin依田川
上田市：依田川・内村川

長和町：松尾神社

9日㈮～ 美ヶ原高原タイムラプスムービー
11日㈰ 長和町：美ヶ原高原
17日㈯・第25回巨峰の王国まつり
18日㈰ 東御市：東御中央公園

14日㈰ みまきニュードカンコ

17日㈯～ 第11回お守り刀展覧会
10月30日㈰ 坂城町：鉄の展示館

上田市：武石地域自治センター周辺
東御市：北御牧グラウンド

18日㈰ 青木村限定栽培そばタチアカネ花・実まつり
青木村：道の駅周辺

14日㈰ ふる里和田宿 宿場まつり
長和町：和田宿

30日㈯ 第45回上田わっしょい
上田市：中心市街地

4日㈰

東御市：田中地区

12日㈮ 第35回武石夏祭り（14・15日）

24日㈰ 上田城流鏑馬

上田市：上田城跡公園陸上競技場

東御ワインフェスタ2016

上田市：中心市街地

上田市：真田運動公園

6日㈯

23日㈯ 上田祇園祭

上田市：中心市街地

3日㈯

第32回真田まつり

雷電まつり※今年度から名称変更

17日㈰ 第513回岳の幟
上田：別所温泉

上田市：上丸子商店街

6日㈯

17日㈰ 蓮のフェスタin信濃国分寺
上田市：信濃国分寺

日本一の秋まつり第6回真田幸村公出陣ねぷた

6日㈯～ 第58回上田七夕まつり
8日㈪ 上田市：海野町商店街

16日㈯ 田中祇園祭

東御市：田中商店街

3日㈯
第39回丸子ドドンコ

27日㈯・ウイスキー＆ビアキャンプ長和町
28日㈰ 長和町：鷹山

上田市：稲倉の棚田

24日㈯ 霧ヶ峰・美ヶ原中央分水嶺トレイル踏破ツアー
長和町：和田峠

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

●上田市武石地域自治センター ☎８５-２３１１
●東御市役所
☎６２-１１１１

●上田市真田地域自治センター ☎７２-２２００

●青木村役場

●長和町役場 ☎６８-３１１１
●坂城町役場 ☎８２-３１１１

☎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！

スポーツレクリエーション祭２０１6

レッツ イ！
ョ
エンジ

夏の部依田窪プールまつり

参加 無 料

秋の部あおきむらで遊ぼう

会 場：上田市依田窪プール
開催日：平成２8年７月１6日㈯
カヌー体験、バナナボート、パ
ン食い競争、水中宝さがし、
昨年の様子
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２8年９月4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！
！

昨年の様子

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！
問い合わせ先：スポーツレクリエーション祭 2016 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
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