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うえだ地域浪漫紀行～
「海野宿」

真田丸 戌の満水も 守り抜く
霊験あらたか 白鳥神社

海野宿は、寛永2年（1625年）、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。
この地は真田
氏の祖とされる滋野一族・海野氏発祥の地であり、平安から鎌倉、戦国時代までの永きに
わたりその本領でした。真田昌幸は上田城築城の際、
海野郷の住民を呼び寄せ、
上田城下、
大手の門前に海野町を築きました。
ゆえに地名が本海野「もと・うんの」
となりました。
至上田

海野宿入口
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しらとりじんじゃ

白鳥神社

東御市役所
◎
至小諸

しなの鉄道

なかだちじぞうそん

媒地蔵尊「縁結び地蔵」

たなか

海野宿
うんのわ 海野宿本陣
●
●

白鳥神社
海野宿歴史
民俗資料館
●

●なつかしの玩具展示館
●水村喜一郎美術館

千曲川

媒地蔵尊
「縁結び地蔵」

問い合わせ先：東御市産業経済部商工観光課
☎62-1111（代表）

日本武尊の伝説を縁起とし、海野氏、真田
氏が氏神として崇敬した神社で、樹齢約
750年のケヤキが歴史を伝えます。

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

上田広域

検索

加賀の国のお殿様が参勤交代の途中、お
参りしたところ、良縁に恵まれなかったお姫
様が結婚できたという逸話があります。
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上田創造館30周年記念事業

ＪＲ金沢駅における
広域観光キャンペーン結果報告
今年から８月１１日が、国民の祝日「山の日」になったことに合わせて、北陸方面の主要都市である金沢市にお
いて、上田地域が「真田氏ゆかりの地」であり、豊かな自然に恵まれた地域であることをアピールするため、観光
ＰＲを実施しました。
平成２８年８月１０日
（水）
～１１日
（木）
の２日間

実施内容

場

ＪＲ金沢駅観光案内所催事コーナー

上田地域広域連合及び関係市
町 村 の 観 光 パンフレット 袋 詰 め
1,200セットを配布し、観光ＰＲに
努めました。
イベントとしては、兜・陣羽織着用
による記念撮影コーナーや、ゆるキ
ャラ
（アオキノコちゃん＜青木村＞、
ひゃくまんさん＜石川県＞）、信州
上田おもてなし武将隊によるパフ
ォーマンス、地域の特産品が当たる
ガラポン抽選会を開催し、観光ブー
スの前には、常に人だかりの山がで
き、大勢の方に楽しんでいただきま
した。
また、観光プロモーションＤＶＤ
「信州上田地域の旅 ＢＵＲＡＲＩＴＲＩ
Ｐ！」※ の放映も行い、映像による観
光ＰＲも実施すると共に、観光客の
動向を把握するためのアンケート
調査には、
３４１名から回答をいた
だきました。今後の観光振興に役立
ててまいります。

所

観光キャンペーンの状況

観光キャンペーン会場の様子

戦国武将なりきりコーナー

信州上田おもてなし武将隊：幸村公、
ひゃくまんさん、アオキノコちゃん

観光プロモーション映像放映の状況

一上田創造館名誉館長にご来場いただき、講演の内

公益財団法人日本宇宙少年団
（ＹＡＣ）
の主催により、

容について補足説明をしていただきました。また、質

東京会場をメイン会場とし、上田創造館、石川県小

問者として待機していた小学生の質問にも回答を行

松市、宮崎県宮崎市の４会場を通信で繋ぎ、交信イ

うなど、イベント全般に渡りサポートをいただいたこ

ベントを開催しました。

とにより、大変有意義な時間となりました。イベント

当日は、上田地域の小中学生を中心に１８７人の

終了後、参加者から貴重な体験ができたと、感動の

参加があり、大西宇宙飛行士がスクリーンに登場し

声を多数いただき、素晴らしい３０周年の記念事業

た瞬間に大きな拍手、歓声が上がり、会場全体が大

とすることができました。
最後に、開催にあたりご協力いただきました日置

変盛り上がりました。当会場では、今回ご用意いただ
いたイベントプログラムをより深く理解できるよう、

電機株式会社様に感謝申し上げます。ありがとうご

宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ）理事である山浦雄

ざいました。

当日のスケジュール

日 時

8月30日（火）上田創造館文化ホールにおいて、

１８
：
３０～１８
：
３７

開会、
会場紹介

１８
：
３７～１９
：
３５

講演：火星探査の今と未来
講師：東京大学総合研究博物館准教授

１９
：
３５～１９
：
５５

宮本英昭先生

大西宇宙飛行士との交信

１９
：
５５～２０
：
１５

宇宙飛行士コミュニケーション訓練

２０
：
１５～２０
：
３５

講演：宇宙ステーション補給機「こうのとり」
６号機のひみつ
講師：三菱電機㈱宇宙システム事業部 事業部長代理

２０
：
３５～２０
：
４０

閉会、
主催者等あいさつ、
終了宣言

２０
：
４０～２１
：
００

上田会場：まとめの会

塚原克己氏

「信州上田地域の旅 ＢＵＲＡＲＩＴＲＩＰ！
（ブラリトリップ）」

※

「ぶらり、気楽に、行ってみたくなる旅 上田地域」をコンセプトに、
「歴
史」
「自然」
「食」の3つのキーワードに代表される上田地域の魅力をまと
めた観光プロモーション映像を、
「真田」編、
「春」編、
「夏」編、
「秋」編、
「冬」編の計5本（全編15分：各編3分×5本）構成として制作しました。
文字で伝えることのできない上田地域の魅力を映像により伝えること
を目的としており、上田地域観光協議会のホームページ「信州うえだ観光
NAVI」及び上田地域広域連合のホームページにおいて視聴が可能です。

ISSから回答する大西宇宙飛行士

大西宇宙飛行士へ質問する参加者

上田地域観光プロモーション映像「信州上田地域の旅 ＢＵＲＡＲＩＴＲＩＰ！」
ＵＲＬ：http://www.area.ueda.nagano.jp/?page_id=88

真田編「上田真田まつり」

後列、左から花岡副広域連合長
山浦名誉館長
鷹野日置電機㈱総務部長
前列、質問者の小学生
春編「信州国際音楽村 すいせん祭り」

夏編「青木村 パラグライダー」

秋編「海野宿 うんのわ」
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冬編「美ヶ原高原 スノーハイク」
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119こちら消防本部

住宅防火防災推進シンポジウム開催
― 地域ぐるみで考えよう！ 住宅防火と防災対策―

11月９日（水）～11月１５日（火）

住宅防火防災対策で大切なのは、
「自らの身は自ら守る」意識、そして共に助け合うこと

「消しましょう その火その時 その場 所で」

です。

平成２8年度 全国統一防火標語

この機会に街を守る方法を皆さんと一緒に考えましょう。

「消したよね？ 不安になったら 即 確 認 」
平成28年度 上田地域広域連合消防本部防火標語

上田市立第五中学校

日時

藤巻愛巳さんの作品

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

場所

産の損失を防ぐことを目的としています。

平成２８年１２月22日（木）
１２時３０分 開場

上田市交流文化芸術センター
サントミューゼ 小ホール
上田市天神三丁目１５番１５号

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。

☎２７-２０００
上信越自動車道

上田菅平I.C

上田バイパス
至長野

これから寒い季節がやってきます。

住吉

上田郵便局〶

暖房器具の取り扱いに注意しましょう。

中央東
上田城跡公園
至長野

◎
上田
市役所

天神2丁目

至東京

「ストーブのまわりに
燃えやすいものを置かない」

北陸新幹線

上田駅
アリオ上田●

しなの鉄道

上田警察署入口

ダニエル・カールさんが来場します！
（タレント、山形弁研究家）

サント
ミューゼ ●

参加無料

車両の展示や各種体験コーナーを計画しています。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。

小牧橋

今年は、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、消防

上田電鉄
別所線

常田新橋

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。

上田橋

日時：１０月１０日（月・祝）
１０時～ 会場：アクアプラザ上田

古舟橋

上田警察署

上田大橋

『消防ふれあい広場』開催します

千曲川

プログラム
12:30 ▶ 開

場

13:00 ▶ オープニング
三好町保育園児の皆さんによる太鼓演奏

大勢のみなさんのお越しをお待ちしています！
※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。※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。

13:30

▶

開

13:40

▶

第１部

14:00

▶

会
基調講演
東京理科大学大学院

菅原進一 教授

第２部 トークショー

南側駐車場で

ダニエル・カールさんと消防関係者

輪投げコーナー

入場無料

煙体験ハウス

レスキュー体験

全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！
4

14:45

▶

第３部 パネルディスカッション

16:00

▶

閉

●問い合わせ先

地震体験車による
地震体験ができます

会

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

30

連載

No.

ごみ処理費用は、年間いくらかかっているの？

●ごみの減量化

●ごみ処理量の減

●ごみ処理費用の抑制

●ごみの再資源化

●焼却炉の負担減

●CO2排出量の減

私たちの取組

私たちの暮らしの中で毎日出るごみ…。
皆様が集積所に出したあと、
このごみを適正に処理するために、いくらの費用がかかっているのでしょうか。
上田市、東御市、長和町及び青木村（以下「上田地域」
という。）全体で、
ごみの収集から焼却灰の処分までにか
かる費用は、
グラフ1「上田地域のごみ処理費用」のとおりです。
なお、年間のごみ処理費用は、約22億円で、その財源は、
ごみ処理手数料（約5億3,000万円）
と連合債（約
9,000万円）
を除く、15億9,000万円（住民1人当たりに換算すると、年間約7,800円）が一般財源です。
また、中間処理費が全体の５８％を占めています。

結

果

効

果

私たちが取組むごみの減量化が、焼却施設の負担を減らし、
ごみ処理費用の抑制につながります。
ごみの減量化・再資源化に引き続きご協力をお願いします。

この紙、どうやって分別するの？
日頃、古紙の分別で迷うことはありませんか？ いっしょに考えてみましょう！
クイズ ①～⑥の紙は、
「 雑がみ（資源物）」、
「燃やせるごみ」のどちらに分別するのが正しいでしょうか。

グラフ1「上田地域のごみ処理費用」

ヒント▶紙であっても、
リサイクルできない紙類（「熱により色の出る紙」、
「貼り合わせたはがき」、
「防水加工された紙容器」など）もあります。

内容説明

⑤その他 1.2億円（5.4%）
④一般職人件費
2.1億円
（9.5%）
③最終処分費
1.3億円
（5.9%）

～いま、私たちにできること～ それは、
「ごみの減量化・再資源化」です

①収集運搬費…パッカー車により、
ごみステーション
（集積所）からごみを収集し、
クリーンセンター等に
ごみを運搬するための費用

①収集運搬費
4.7億円（21.3%）

②中間処理費…クリーンセンターでの焼却処理のほ
か、燃やせないごみの再資源化選別処理等の費用

合計
22.1億円

③最終処分費…ごみを焼却した後に残る灰を埋め立
て等により処理する費用

①感熱紙のレシート

②名刺
雑がみ（資源物）

④一般職員人件費…ごみ処理に関わる職員の人件費
②中間処理費
12.8億円（57.9%）

⑤その他…不法投棄物処理費用、有料指定袋作成費
用、資源物（古紙、びん、缶、ペットボトル等）処理費
用等

H26年度一般廃棄物処理事業実態調査から

③トイレットペーパーの芯

クリーンセンターの運営・維持管理費は、増額傾向

④圧着はがき

中間処理費の大半が、上田・丸子・東部の３つのクリーンセンターの
運営・維持管理費です。各施設とも稼働から20年以上が経過し、老朽化
した焼却炉等の維持補修経費が増大しています。

燃やせるごみ

平成２３年度から５年間の費用の推移は、下のグラフ2のとおりです。

問い合わせ先：ごみ処理広域化推進室 ☎ 43-8818

10.6
9.2

9.2

燃やせるごみをクリーンセンターに搬入する車両

燃やせるごみ ①、④、⑥

7.7

8.3

⑥カップスープの容器

雑がみ（資源物）②、③、⑤

10.3

8

⑤菓子箱

グラフ2「３クリーンセンターの運営・維持管理費の推移」

正解

(億円)
12

ぼう ちょう

広域連合議会を傍聴してみませんか

4

上田地域広域連合議会１０月定例会が、
１０月２６日から２８日まで、上田市丸子地域自治センター４階
0

議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
平成23年度

24年度

上田クリーンセンター

25年度

26年度

丸子リーンセンター

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。

27年度
5年平均
（平成23年～27年度）

問い合わせ先：総務課 ☎43-8811

東部クリーンセンター

クリーンセンター内でごみを撹拌するクレーン

6
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コンピュータ・グラフィックス

CG

上小医療圏の救急医療の状況
～休日・夜間まずは“かかりつけ医”へ

上田地域広域連合では、安心して救急医療を受けるために上小医療圏(上田市・東御市・青木村・長和町)内
の第二次救急医療体制の維持、構築を図っています。
これは、休日や夜間に緊急の手術、入院治療を必要とするけがや病気に対応するため、地域内の10の医療
機関が病院群輪番制病院となり、年間を通じて救急搬送患者の受け入れを行うものです。更には、急患が重
複した際などに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が受け皿となり、地域住民が
安心して救急医療を受けられる体制を整えているもので、これら救急医療体制確立のために市町村負担金
やふるさと基金を原資とした財政支援を行っています。
平成27年度の上小医療圏救急搬送収容人員は8,972人で、この内7,342人が病院群輪番制病院と信州上
田医療センターに搬送がされ、全体の81.8%を占めました。また、信州上田医療センターへの、救急搬送は
2,993人で、全体の33.4%の受入がされました。また、上小医療圏外への救急搬送収容人員は、平成27年度
1,157人・12.9%となりました。
（下表のグラフ参照）
圏域外への搬送率は年々減少しており、引き続き、安心して救急医療を受けられる体制を整えてまいります。

救急搬送収容人員と圏域外搬送比率の推移

（人数：人）
8,000
7,000
6,000
5,000

23.5

23.5
18.7

2,000

17.4
1,296

1,367

23.3

25.6

17.0

30.0％
25.0％

15.0

1,354

1,244

14.2

13.9

1,230

1,205

12.9
1,157

1,000
0

35.0％

20.0％

16.3

1,359

33.4
30.8

29.8

27.3

（割合：％）
40.0％

7,342

6,962

6,886

5,444

4,000
3,000

※圏域外搬送には、ヘリ搬送等を含む。

6,508

6,369

6,080

5,474

15.0％
10.0％
5.0％

20年度

21年度

22年度

23年度

24年度

■ 病院群輪番制病院・信州上田医療センターへの収容人員合計
● 信州上田医療センター搬送受入割合

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 28 年 10 月31日
（月）

●平成２8年１０月29日（土）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。

25年度

26年度

27年度

0.0％

■ 上小医療圏域外への収容人員合計

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4 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 28 年 12 月 1 日
（木）
応募受付・問い合わせ先
表 彰 式 ● 平成 28 年 12 月17 日
（土）
第4 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17 日
（土）
～12 月25 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
第3回
URL:http://www.umic.jp/2015/kodomocg/
受賞作品から

抽選で10人の方にプレゼント

Q2 病院群輪番制って?

救急医療体制は、
「重症度」に応じて第一次（初期）、第二次、
第三次救急医療の3段階体制をとっています。
患者の症状(程度)

対応する医療機関

第一次救急
（初期救急）

日常生活での軽度のけが
や病気（入院治療を必要と
しない程度）

在宅当番医、かかりつけ医

第二次救急

入院治療を必要とする重
症救急患者

病院群輪番制病院 輪番
制病院後方支援病院（信
州上田医療センター）

救急車により直接搬送されてくる急患や、診療所など（第一
次）初期救急医療機関から転送されてくる重症救急患者に対
応するために、医療機関の協力を得て、年間を通じ輪番制方式
により交替で安心して救急医療を受けられる制度です。
上田地域広域連合では、圏域内の１０病院の協力を得て、地
域の皆さんが休日や夜間に緊急の手術、入院治療を必要とす
るけがや病気などの際、安心して救急医療を受けられるように、
また、信州上田医療センターは、輸番制病院の後方支援体制を
整えています。

第三次救急

重篤な救急患者（高度医
療を必要とする程度）

救急救命センター（長野県厚
生農業協同組合連合会佐久
総合病院佐久医療センター）

上田地域の病院群輪番制病院（順不同）
■上田市／ 安藤病院、花園病院、上田病院、鹿教湯病院

分

応募について

作品募集

● 圏域外への搬送割合

Q1 初期（第一次）、第二次、第三次救急医療とは?

区

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。

◆ 電子メールは 10 月31日
（月）24:00 受信分まで有効

上小医療圏救急搬送収容人員は増加傾向にあるものの、第二次救急医療の体制が確立しつつあることで

ふるさと基金運用益活用事業

※重い病気を引き受ける第二次救急病院へ軽い病気の方が直接受診が増え
ると、重症の方への治療に支障が出てしまいます。なお、判断に迷った時は、
緊急通報用の119番はつかわずに最寄りの消防署に問い合わせください。
ご協力をお願いします。

小林脳神経外科・神経内科病院、塩田病院
丸子中央病院、柳澤病院
■東御市／東御市民病院
■長和町／国保依田窪病院

問い合わせ先：介護障がい審査課 ☎ 43 - 8813
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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. 全ての〇〇に住宅用火災警報器の設置が
義務づけられています！
2. 上小医療圏外への救急搬送収容人員は、平
成２７年度1,157人・〇〇.９％となりました。

【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。

広報7月号の答えは、① 2 3 ② 2 4 ③ 1 0 でし
た。応募総数225
3. ①～⑥の紙のうち、雑がみに分別するのは
通の中から、10人
の方に、信州うえだ
〇、〇、〇です。
農協より東御市産
「夏秋いちご」
をお
【応募方法】
はがき又はEメールに、①3つのクイズの答え、
送りしました。たく
②郵便番号、③住所、④氏名、⑤年齢、⑥電話番号⑦広報
さんのご応募あり
紙の感想をご記入のうえ、10月21日㈮必着（Eメールの
がとうございました。

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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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

創造館de乱太郎～講演会と忍者体験を開催～

９月１１日、アニメ“忍たま乱太郎”の原作者である尼
子騒兵衛先生を講師にお迎えし、
『果報は寝て待と
う!!』を演題に講演していただきました。作品作りに向けた
取材や時代考証などについて詳しくお話いただき、最後に
「人生には良くないことも起こる。あきらめないで、果報は
寝て待ちましょう！」と来場者にメッセージが送られました。
９月１０日、忍者体験や修行をテーマに体験イベント
「忍者asobi（ あそび）」を開催しました。手裏剣投
げや手作り吹き矢飛ばし、箱の中身当てなど８つのゲーム
を忍者になりきって楽しんでいただきました。

天文講演会

手裏剣的当てゲーム

尼子騒兵衛先生

宇宙には人の目には見えないけれど、実はレントゲン撮影で使うＸ線で見ると輝いている星がたくさんあります。
中でもブラックホールはＸ線でとても明るく輝く天体です。ブラックホールなのにどうして輝くのか気になりませんか？
また、天体のＸ線を観察する日本の人工衛星の活躍についてお話しします。

10月29日㈯ 19:00～（開場18:30）

講演者

定員：100名（先着順）

※参加は小学生以上
こやま

小山

しゆう

志勇氏

（国立研究開発法人 宇宙航空研究開発機構（JAXA））
【プロフィール】1988年長野県上田市生まれ。上田高校出身。埼玉
大学にて学位・博士（理学）取得後、現在はJAXA宇宙科学研究所
のプロジェクト研究員となる。専門はX線天文学、人工衛星に搭載す
る観測装置の開発とブラックホール天体の観測研究を行っている。

イベ ント

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。
20:30～21:30 参加無料
（観望会のみの参加可）
雨天・曇天中止
（プラネタリウムを投映します。）

星空コンサート cuatro ARCO IRIS
～クアトロ アルコ イリス～

11月25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）

★秋の星座と神話

冬の星空観望会

会場 4Ｆ プラネタリウム室
◆直接会場へお越しください。

★冬の星座と神話

10月22日㈯ 10:00～11:00
12月24日㈯ 10:00～11:00
音楽と星空のコラボレーション企画。キーボード生演奏と星空の世界を
お楽しみください。 （番組の上映はございません。星空の解説のみです。）

【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）

週末の理科室

参加無料

たこ作り

ポリ袋で凧を作り、長池公園
で飛ばして遊んでみよう。
12月17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

試験管を使った万華鏡です。
11月26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23日㈬までに電話または
FAXで申込み

室

ら子どもだけでも可

◆12月14日㈬までに電話で申込み

おりがみ教室

第4回上田地域こどもCG
コンクール作品づくり講習会

11月20日㈰「クリスマス飾りを折ろう」
12月18日㈰「新年の飾りを折ろう」

（第2回）

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。

手作りおもちゃなどで、いろいろな不思議を体験しよう！
10月8日㈯・１１月12日㈯・１２月10日㈯ 13:30～15:30
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。

凧展

入場無料

信州上田常田凧保存会、及び築地
凧の会にご協力いただいた凧等を
展示します。
12月24日㈯～平成２9年１月8日㈰
会場 1F エントランスホール

10月29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

昨年の様子

太陽の黒点や
太陽の観察 プロミネンスを観察します。
11月5日㈯ 10:00～12:00 会場 天体観測室
雨天・雲天の場合は室内で体験 ※小学校５年生以上な

示

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4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。

造館

展

どなたでも参加できます。
秋と冬の星座などを観望
してみましょう！
12月10日㈯ 19:30～21:30
会場 屋上 天体観測室

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

教

参加無料

◆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。

上田創

10月22 窓口で
日㈯か
ら
販売開
始

出演者：汐入規予（ボーカル＆アコーディオン）
・
・山田和矢（ドラムス）
・高久史子（ピアノ）
高山賢人（二胡）
息の合った演奏をお楽しみください。

おもしろ・ふしぎ体験広場

参加無料

10月・11月投映 ★銀河鉄道の夜 ★秋の星座解説
12月～投映
★銀河鉄道の夜 ★冬の星座解説

「Ｘ線でみる宇宙、人工衛星とブラックホールの話」

入場無料

星空解説

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

デジタルプラネタリウム

第19回 星に親しむ夕べ天文講演会

会場 4F プラネタリウム

問い合わせ・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/

◆10月28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。
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う え だ 地 域 イ ベン ト 歳 時 記

10月
9月17日㈯～ 上田市立美術館 コレクション展Ⅱ
11月21日㈪ 上田市：上田市立美術館

19日㈬ ギャラリートーク「美術館散歩」
【山本鼎】 12日㈯ ４大学リレー講座②

9月17日㈯～ 原田泰治が描く ふるさと詩情
11月21日㈪ 上田市：上田市立美術館

22日㈯・2016秋長門牧場祭
23日㈰ 長和町：長門牧場

上田市：上田市立美術館

上田市：長野県工科短期大学校

13日㈰ 宝くじスポーツフェア はつらつママさんバレーボール in上田
上田市：自然運動公園総合体育館

13日㈰ くらしを見直そう展

9月17日㈯～ 第11回お守り刀展
10月30日㈰ 坂城町：鉄の展示館

東御市：市中央公民館

上旬

和田宿ステーション秋まつり
長和町：和田宿ステーション

14日㈪～ 第20回うえだ城下町映画祭
20日㈰ 上田市：上田映劇、上田文化会館

1日㈯

ともしび博物館 茶灯会

19日㈯ ４大学リレー講座③

上田市：武石ともしび博物館

1日㈯・ 第10回全国やきとリンピックⓇin信州上田
2日㈰ 上田市：上田城跡公園芝生広場

上田市：上田女子短期大学

23日㈰ 第27回ともしびの里駅伝大会
上田市：武石地域

19日㈯・青木村産業祭＆新そば祭り
20日㈰ 青木村：道の駅あおき

【石井鶴三】
1日㈯～ 企画展「大坂の役と語り継がれる真田」 29日㈯ ギャラリートーク「美術館散歩」
上田市：上田市立美術館
H29年1月31日㈫ 上田市：上田市立博物館
2日㈰

第30回上田古戦場ハーフマラソン
上田市：古戦場公園

29日㈯ ４大学リレー講座①

上田市：信州大学繊維学部

下旬

信州立岩和紙の里新そばまつり
長和町：立岩和紙の里

11月
上旬

中山道和田宿新そばまつり
道の駅収穫祭・軽トラ市

大門稲荷神社 高辻相撲

上旬

6日㈭

第11回人権を考える市民のつどい

3日㈭～ 第10回上田城紅葉まつり
6日㈰ 上田市：上田城跡公園

上田市：サントミューゼ

東御市：旧北国街道海野宿

長和町：和田宿ステーション

2日㈰

長和町：大門稲荷神社

23日㈬ 海野宿ふれあい祭

長和町：道の駅

8日㈯～ マチマチフェスティバル
10日㈪ 上田市：上田市内

26日㈯ ４大学リレー講座④

8日㈯・ 秋まつりイベント2016
9日㈰ 上田市：マルチメディア情報センター

下旬

上田市：長野大学

湯の丸スキー場オープン
東御市：湯の丸スキー場

8日㈯・ 火のアートフェスティバル2016
9日㈰ 東御市：芸術むら公園

12月
6日㈰

3on3in上田

上旬

菅平高原スキー場開き

9日㈬

舞台写真家「谷古宇正彦展」

上旬

エコーバレースキー場オープン

上田市：自然運動公園総合体育館
上田市：交流文化芸術センター

上田市：菅平高原スキー場
長和町：エコーバレースキー場

12日㈯ 第11回子ども文化講座

10日㈯ ブランシュたかやまスキーリゾートオープン

上田市：上田創造館

長和町：ブランシュたかやまスキーリゾート

9日㈰

文化財de 文化祭vol.2 南インド古典舞踊の夕べ
上田市：生島足島神社神楽殿

12日㈯・武石観光センター 新そば祭り
13日㈰ 上田市：武石観光センター

23日㈮ 武石番所ヶ原スキー場開き

9日㈰

ダッタンそば収穫祭

12日㈯ ねずみ大根まつり

27日㈫～ 鹿教湯温泉氷灯ろう夢祈願
H29年1月31日㈫ 上田市：鹿教湯温泉五大橋

長和町：緑の花そば館

坂城町：さかき地場産直売所「あいさい」ほか

上田市：武石番所ヶ原スキー場

10日㈪ アクアプラザ上田秋祭り

上田市：アクアプラザ上田駐車場

15日㈯ 第29回うえだ環境フェア（消費生活展）
上田市：上田創造館

18日㈫ まるこシルキーフォーラム
上田市：丸子文化会館

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

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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