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うえだ地域浪漫紀行～
「ねずみ大根まつり」
ろ

ま ん

坂城町の特産品で、町を代表する味覚のひとつ「ねずみ大根（辛味大根）」。

今年も恒例の「ねずみ大根まつり」が 11 月 11 日（日）に開催されます。ねずみ大根の収穫を体験

できるほか、メイン会場のさかき地場産直売所「あいさい」では、おしぼりうどんの振る舞いやマス

コットキャラクター「ねずこん」との記念撮影、抽選会といったお楽しみもあります。

坂城町
マスコットキャラクター

「ねずこん」

さかき地場直売所「あいさい」

問い合わせ先：坂城町役場商工農林課 ☎0268-75-6207
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ねずみ大根
収穫体験会場

「ねずみ大根まつり」
メイン会場
（さかき地場産直売所「あいさい」
）
至上田

ねずみ大根はもちろん、
地元の野菜・果物の販売のほか、
食堂を併設。
手打ち
「おしぼりうどん」
も提供しています。 ☎0268-75-8267
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上田地域のごみ問題を考える
観光振興の取り組み
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上田創造館だより
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119こちら消防本部

住 宅 防 火 チ ェッ ク シ ー ト

11月 ９ 日（金）～
11月１５日（木）

「 忘 れ て な い？

サ イフ に ス マ ホ に 火 の 用 心 」

平成30年度 全国統一防火標語

「消す気持ち

私たちが日常生活を営むうえで、電気、ガス、石油の燃焼器具等は欠かすことのできないものです。
しかし、これらの器具から毎年火災が発生し、その原因の多くは「誤った使い方」や「うっかり・忘れ」
などの人的要因によるもので、日頃からの心がけで防げる火災がほとんどです。
【住宅防火チェックシート】で、家や身の回りを点検して火災を未然に防ぎ、大切な命や財産を守りましょう。

置 い て くだ さ い

平成30年度 上田地域広域連合消防本部防火標語

東御市立東部中学校

火 の そ ばに」
かしわばら

柏原

確認項目
項

としき

寿輝さんの作品

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産の損失を防ぐことを
目的としています。

灯油漏れにも
あなたのお宅は大丈夫？ ご注意を！
暖房器具の使用頻度が高くなるにつれ、灯油など暖房用燃料の漏えい事故が多く発生します。
灯油など危険物の漏えいは、火災発生の危険はもちろんのこと、河川等に流入すると、水道水源の汚染や、

目

たばこ
□吸う □吸わない
（吸わない場合は次項目へ）

□ IH

（ＩＨの場合は次項目へ）

点 検 項 目

① 器具・配管に腐食や亀裂がないか確認しましょう。
②
③
④
⑤

ホームタンクの固定状況を確認し、転倒を防ぎましょう。
定期的にホームタンクの残量を確認しましょう。
除雪による配管等の損傷を防ぐため、配管等の位置を確認しましょう。
万一の油漏れに備え、防油堤を設置しましょう。

もしも灯油漏れに気づいたら…！
灯油を側溝や河川等に流出させてしまったときや、見つけたときは速やかにお近くの消防署、
市役所・町村役場、県上田地域振興局に通報してください。
火災・救急・救助等出動要請は ☎ 119（局番なし）
●問い合わせ先 市外局番は全て（ 0 2 6 8 ）
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
川西消防署 ................ ☎31-0119
東御消防署 ................... ☎62-0119
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
........
................
上田東北消防署
☎36-0119
真田消防署
☎72-0119
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① 灰皿以外に吸殻を捨てている
② 灰皿の周りに燃えやすい物を置いている
③ 床や布団に焦げ跡がある（寝たばこ含む）
⑤ ひどく焦げた鍋や、やかんを使っている
⑥ 火の消し忘れがある

（

自覚あり ・

なし ）

⑦ ストーブの上に洗濯物を干している

ストーブ
□石油
□ガス

□電気
□薪等

電気器具類

⑧ ストーブの周りに燃えやすい物が置いてある
⑨ 火を消さずに給油している（石油ストーブの場合）
⑩ 電気コードを束ねたまま使用している
⑪ たこ足配線をしている
⑫ ローソク・線香立て周辺に燃えやすい物が置いてある

壇

⑬ 家の周りや室内に物が乱雑に置いてある
⑭ 敷地内でたき火をしている

その他

⑮ 住宅用火災警報器がついていない

魚類、農作物に深刻な被害を与え、私たちの生活や環境に多大な影響を及ぼします。
暖房器具使用前のこの時期に、次の点検項目を点検して、漏えい事故を防ぎましょう。

いいえ

④ 周りに燃えやすい物を置いている

こんろ
□ガス

仏

はい

チ ェッ ク ポ イ ン ト

「はい」のチェックが多いほど、火災発生の危険が大きくなります。
「はい」にチェックをした項目を「いいえ」にするように心がけましょう。

住宅防火

命を守る７つのポイント

～家族で見直そう わが家の防火対策～

住宅防火は、家族みんなの心がけと日々の積み重ねが大切です。
以下の７つのポイントを確認し、火災のない地域づくりにご協力をお願いいたします。

７つの

ポイント

●寝たばこは絶対やめる。
●ストーブは燃えやすいものから離れた位置で使用する。
●ガスこんろなどのそばから離れるときは必ず火を消す。
●逃げ遅れを防ぐために住宅用火災警報器を設置する。
●寝具、衣類及びカーテンからの火災を防ぐために防炎品を使用する。
●火災を小さいうちに消すために住宅用消火器等を設置する。
●お年寄りや身体の不自由な人を守るために隣近所の協力体制をつくる。

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
3

市町村と同じように、上田地域広域連合にも
議会があり、市町村の枠を超えた広域行政施策
について、審議・議決を行っています。

平成29年度 救急搬送の状況について
広域連合では、安心して救急医療が受けられるよう上小医療圏内（上田市・東御市・長和町・青木村）
の第二次救急医療体制の維持向上を図っています。
平成 29 年度の上小医療圏救急搬送収容人員は 9,241 人でした
（前年比 239 人、
2.5% の減少）
。このうち、
上小医療圏内の医療機関への搬送人員は 8,034 人で、病院群輪番制病院及び後方支援病院には 7,562 人
の受入れがされ、全体の 81.8% を占めました。特に、後方支援病院の信州上田医療センターは、医療体制

組織と構成
議員の定数は 23 人で、次のとおり関係市町村の議会にお
ける選挙により選出されています。年 2 回（ 2 月、10 月）定
例会が開かれます。

の整備や診療機能の強化が図られており、3,198 人、全体の 34.6% の受入れがされました。

上田市

東御市

青木村

長和町

坂城町

また、ドクターヘリなどによる圏域外への搬送人員は 1,207 人で、全体の 13.0% でした。

13 人

4人

2人

2人

2人

平成 29 年度の搬送収容人員は、近年の増加傾向からわずかに減少しましたが、1 万件近くの高い数値で
推移していますので、引き続き、救急医療体制の整備に努めてまいります。

救急搬送収容人員と圏域外搬送比率の推移
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分

5.0
0.0

圏域外への搬送割合

患者の症状（程度）

第三次救急

保健福祉委員会

保健衛生、環境整備、社会福祉に関すること

11 人

置された常設の委員会

後方支援病院
（信州上田医療センター）
（3,198件）34.6%
（小数点第2位以下切捨）

詳しく審査するために設

主な審議内容
●予算、決算
●条例の制定、改廃
●広域計画の改定
●請願、陳情

行政視察の様子

上小医療圏内
への搬送
（8,034件）
86.9%

広域連合議会を傍聴してみませんか
上田地域広域連合議会１０月定例会が、１０月２３日から２５日まで、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る予定です。
議会は公開で行われており、２３日及び２５日は傍聴することができますので、お気軽にお出掛けください。
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。
問い合わせ先：総務課 ☎0268-43-8811

在宅当番医、かかりつけ医

入院や手術を必要とする重症救急患者
重篤な救急患者
（高度医療を必要とする場合）

病院群輪番制病院（ページ下部（※）の 10 病院）
後方支援病院（信州上田医療センター）
救命救急センター（佐久総合病院佐久医療センター）

Ｑ2 病院群輪番制・後方支援病院とは？
A2

※常 任 委 員 会 … 議 案 等を

対応する医療機関（敬称略）

第一次救急
軽度のけがや病気
（初期救急） （入院治療を必要としない程度）
第二次救急

12 人

●監査委員や公平委員の選任

上小医療圏の救急医療体制は、
「重症度」に応じて 3 段階体制をとっています。
区

企画振興、行財政、消防、他の委員会に属さないこと

病院群
輪番制病院
（4,364件）
47.2%

Ｑ１ 初期（第一次）、第二次、第三次救急医療とは？
A1

総務委員会

15.0
10.0

6,138

平成29年度
救急搬送先
（9,241件）

20.0

2,000
1,000

40.0

30.0

13.9

圏域外
（1,207件）13.0%

1,207

1,157

25.0

4,000
3,000

27.3

圏域内病院・
（割合：％）
診療所等
50.0
9,480 9,241
8,972
（472件）
5.1%
8,672 8,691
45.0
1,217

議会には常任委員会※が置かれ、名称、所管事項及び定数は次のとおりです。

「病院群輪番制」は、救急車による搬送や、第一次救急医療機関から転送される重症救急患者に対応するた
めの医療機関を整備している制度です。年間を通して、上小医療圏域内の 10 病院（※）の協力を得て輪番制方式
により交替で、その体制を整えています。
「後方支援病院（信州上田医療センター）」は、急患が重複した際や輪番病院では処置困難な重症患者を受け
入れるなど、病院群輪番制病院の受け皿となり、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ます。

（※）
＜上田地域の病院群輪番病院＞■上田市：安藤病院、花園病院、上田病院、鹿教湯病院、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 ☎ 0268-43 - 8813

4

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 暖房器具を使う時期は、住宅防火に加えて、〇〇
漏れにもご注意を！
② 上田地域広域連合では、病院群〇〇制病院や後
方支援病院といった、救急車による搬送などに対
応するための体制の維持向上を図っています。
③ ソフトクリーム巡りスタンプラリーは11月4日ま
で。目指そう！全〇〇店舗制覇。
【応募方法】はがき、FAX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26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。

5

【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
FA X：0268-42-6740
Eメール：kikaku@area.ueda.nagano.jp
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 仏 壇 ② 1 4 ③ 2 でした。
応募総数145通の中から、10人の方に、上田市の
「お米と調味料セット」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。
次 回 の 当 選 者に
は、
「上田市丸子
地域特産品」をお
送りする予定です。
提供：上田地域観光協議会

38

連載

No.

「残さず食べよう！30・10（さんまる・いちまる）運動」を実践しましょう。
食欲の秋、そして年末にかけて忘年会など宴会の機会が多くなる時期です。
「もったいない」を大切に、
料理は食べ切れる分を注文し、
食べ残し（食品ロス）なく、
味わって楽しくいただきましょう。

買い方ひとつで食品ロスは減らせます

夕食の食材に使うから、
賞味期限間近のものを
買っていくわ。

～すぐに食べるなら、消費期限・賞味期限が近くても大丈夫～
国内の食品小売業（スーパー等）で売れ残り等により廃棄される食品は、
年間 67 万トン。日本の食品ロス約646 万トンの10.4% を占めています。
「すぐに食べる（調理する）食品」は、消費期限や賞味期限の近い商品
から購入することで、廃棄される食品を減らすことができます。
陳列順に買って、無駄なく、おいしくいただきましょう。

（％）
18

宴会の食べ残し量の割合は、
１４.２％

宴会における
食品別食べ残し量割合のワースト３

14.2

16
14

12.2

12

１位：ごはん類 （１８.２％）

10
8
6
4

3.6

2
0

２位：野菜類

（１８.１％）

３位：飲料類

（１１.８％）

※食べ残し量の割合
（％）＝
食堂・レストラン
（平成２７年度

結婚披露宴

食品ロス統計調査・外食調査

宴会

食べ残し量
料理（提供量）

× 100
（資料：農林水産省・環境省・長野県）

※調査対象： 東京都及び大阪府所在の食堂・レストラン、

農林水産省）

結婚披露宴、宴会を営む事業所

6

問い合わせ先：ごみ処理広域化推進室

7

☎ 0268-71-7705

観光振興・観光誘客の取り組み
上田地域観光協議会（事務局：上田地域広域連合）では、市町村の枠を超えた上田地
域の観光振興、観光誘客及び周遊観光の促進に取り組んでいます。

金沢駅における広域観光キャンペーン
北陸方面からの誘客・認知度向上を図るため、1日に 2 万
2 千人以上の利用があるＪＲ金沢駅で観光キャンペーンを
実施しました。
日時 平成 30 年 8 月 17 日
（金）～ 18 日（土）
場所 ＪＲ金沢駅観光情報センター 催事スペース

観光パンフレットの配布・アンケート調査、ガラポン抽選会、
兜・陣羽織の試着記念撮影に加え、石川県の協力による石
川県観光 PR マスコットキャラクター「ひゃくまんさん」と「ア
ルクマ（長野県 PR キャラクター）
」
、
「なっちゃん（長和町）
」
のコラボレーションで会場は大変にぎわいました。

アンケート結果から

観光に関するアンケートを実施し、石川県を中心
に各地からの来訪者 296 人のご協力をいただきま
した。
回答者の 1/3 が上田地域への来訪経験があり、
観光やまち歩きについて関心のあるテーマは「グ
ルメ」
「温泉」
「城跡・寺社」
「買い物」の順番でした。
旅行の情報収集手段は、インターネットが 4 割弱
で最多でしたが、雑誌・ガイドブック・パンフレット
といった従来の紙媒体も 3 割強という結果でした。
こうしたアンケート結果等も踏まえ、関係市町村
等と連携して、引き続き上田地域の魅力発信に努
めてまいります。

信州
うえだ
地域

めぐ

ソフトクリーム巡り
スタンプラリー2018開催中

特産の果物や美味しい牛乳を使ったソフトクリームをきっかけ

に、上田地域を巡っていただくスタンプラリーが好評開催中です。
さわやかな秋空のもと紅葉を愛でながら舌鼓をうつソフトク
リームも乙なものです。期間は 11 月4 日（日）まで。全 16 店舗制
覇もまだまだ間に合います！
詳細はスタンプ台紙か信州うえだ観光 NAVi をご覧ください。

キャンペーンの様子

たのしく運動していますか？

スポーツレクリエーション祭

広域連合では、
スポーツを通じて、
上田地域の多世代の住民の交流促進と健康意識及び体力向上を図るため、
「スポーツレクリエーション祭」を開催しています。その様子をご紹介します。
１月には「市民の森スケート場まつり」を開催します（詳細は１月号をご覧ください）。
なりきり真田武将

ガラポン抽選会

ふれあいウォーク in 東御

パンフレット配布／アンケート調査

信州アフターデスティネーションキャンペーン（DC）
昨年、長野県とＪＲ各社の共同で行
われた大型観光キャンペーン「信州

依田窪プールまつり

ＤＣ」の実績と課題に取り組む「信州
アフターＤＣ」が、7 月1日から9 月30
日まで行われました。
当協議会も、このキャンペーンに
協力参加し、来訪者に上田地域のＰＲ・
観光案内を行いました。

上田駅で観光客を歓送迎

道の駅「美ヶ原高原」でのキャンペーン

問い合わせ先：企画課（上田地域観光協議会）☎0268- 43-8818
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あおきむらで遊ぼう！
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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

ご覧になりましたか？ 火星大接近

6 月下旬から 9 月上旬にかけて、南東の低い空にひときわ赤く輝く星「火星」には
気づきましたか？今年は15 年ぶりの「火星大接近」の年でした。
上田創造館でも最接近となる 7 月 31 日に星空観望会を開催したところ、400 人近い
たくさんの方にご来館いただきました。
代わるがわる天体望遠鏡をのぞいては、
「あっ、見えた！」「赤いね」「きれい」などと
いった声が上がっていました。
たまには家の灯りを落として夜空を見上げてみませんか。上田創造館のプラネタリウ
ム・星空観望会へもお出掛けください。

イベ ント

屋上 天体観測室

チケット：１人 １，
０００円（全席自由席）
定員：100名
出演者：赤塩正樹・汐入規予
新村邦明（ピアノ）

手作りおもちゃで、いろいろな 参加無料
不思議を体験しよう！
10月13日㈯・１1月10日㈯・１２月8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。

秋の企画展

―ダンボールアート ―
恐竜の世界～遊びながら学べる～

ファミリー電波教室

AMラジオを作ろう！

参加無料

当日申込

巡回展

2030年までに世界で取り組む17の目標＝SDGsに
ついて学ぶためのクイズにチャレンジ！
前期 12月21日㈮～平成31年1月6日㈰
9:30～16:30 会場 2F 美術館

展 示

事前申込

電波についての説明・実験と、AMラジオの製作をします。
11月3日㈯ 13:00～15:30 会場 4F 科学実験室 定員：20組
※上田市・東御市・青木村・長和町の小学校4～6年生とその保護者
（2人1組での申込みとなります）◆10月31日㈬までに電話で申込み
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10月6日㈯ 10:00～11:00
11月3日㈯ 10:00～11:00

冬の星座と神話

12月1日㈯ 10:00～11:00

12月投映 ★冬の星座解説 ★星ウサギと月のふね
★忍たま乱太郎 ★いきものがたり
【投映時間】土曜日13：30～／15：00～
日曜日・祝日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）

参加無料

事前申込

会場 4F 科学実験室

キーボード生演奏と
星空の世界を
お楽しみください。
会場 4F プラネタリウム室
◆当日４Ｆにて受付しますので直接会場
へお越しください。

定員：20名

※上田市・東御市・青木村・長和町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）

万華鏡を作ろう

グニャグニャ凧を
作ろう

カルメ焼きを作ろう

試験管を使って万華鏡を作ります。
11月24日㈯ 9:30～11:30
ポリ袋で凧を作り、長池公園で飛
◆１1月21日㈬までに電話またはFAXで
ばして遊んでみよう。
申込み
12月15日㈯
9:30～11:30

ふっくらサクサクのカルメ焼きを
作ります。
平成31年1月5日㈯ 9:30～11:30
◆12月28日㈮までに電話またはFAX
で申込み

入場無料

―持続可能な開発目標ってなぁに？―

参加無料

秋の星座と神話

11月投映 ★秋の星座解説 ★ミラクルプラネット
★いきものがたり ★忍たま乱太郎

週末の理科室

当日申込

◆12月12日㈬までに電話
またはFAXで申込み

クイズで「SDGs!」

巨大すべり台やダンボール迷路の他、
パネル展示等で恐竜の世界を学びます。
11月2日㈮～25日㈰ 9:30～16:30
会場 2F 美術館 協力：コムパックシステム株式会社

教 室

上田創
造館
受付窓
口で
11月3日
㈯から
販売開
始

太陽の黒点やプロミネンスを観察します。
11月17日㈯ 10:00～11:00
会場 屋上 天体観測室
※雨天・雲天の場合は室内で体験

冬の企画展

入場無料

参加無料

10月投映 ★秋の星座解説 ★宇宙どこまで物語
★いきものがたり ★忍たま乱太郎

会場 4F プラネタリウム室

太陽の観察

★音楽と星空の
コラボレーション企画★

当日申込

デジタルプラネタリウム

～惑星たちのハーモニー～

おもしろ・ふしぎ体験広場

参加無料

10月13日㈯ 18:30～21:00・12月8日㈯ 18:00～20:30
会場 屋上 天体観測室 秋冬の星空を観望しましょう！
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上田創造館

星空観望会

上田図書館創造館分室
（直通）☎ 0268-27-1758
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

◆雨天・曇天の場合、プラネタリウムを投映します。

11月30日㈮ 19:00～（開場18:30）

企画展

星空解説

星空コンサート 赤塩正樹（元H O）& 汐入規予
in

問い合わせ・申込先 ☎0268-23-1111
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/

凧展

発明・アイデア作品展 作品募集！

少し工夫して作った！これは便利★
簡単アイデアがひらめいた！
開発研究をして素晴しい物を作りました！etc.

作品・試作品を募集します

【作品募集期間】12月1日㈯～平成31年1月8日㈫
■児童・生徒の部

■一般の部

■発明チャレンジワークショップの部

（団体は1団体1個）
●最優秀・優秀賞・特賞の他、応募者全員に参加賞を進呈します。
◆詳細は後日、当館HP又は別途チラシにて発表いたします。

入場
無料

信州上田常田凧保存会よ
りご協力いただいた凧等
を展示します。

お知らせ

発明・アイデア作品展
昨年の様子

12月24日㈪～平成31年１月13日㈰
会場 1F エントランスホール

平成31年１月12日㈯～27日㈰

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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10月
6日㈯・ げんきまるこ産業フェスタ2018
7日㈰ 上田市：丸子総合体育館
7日㈰

大門稲荷神社秋の例大祭 高辻相撲
長和町：大門稲荷神社

27日㈯・2018秋長門牧場祭
28日㈰ 長和町：長門牧場

11日㈰ ねずみ大根まつり

27日㈯・信州・立岩和紙の里 新そば祭り
28日㈰ 長和町：信州・立岩和紙の里

11日㈰～ 没後15年 沓掛利通 作品展
12月2日㈰ 青木村：青木村郷土美術館

坂城町：さかき地場産直売所「あいさい」ほか

17日㈯・青木村産業祭＆タチアカネ新そば祭り
18日㈰ 青木村：ふるさと公園あおき

11月
上中旬

MARUSYU AKI市

上田市：丸子ファーストビル

8日㈪・祝 鹿教湯温泉 食・浴の秋祭り

上田市：鹿教湯温泉交流センター周辺

11日㈭～ 自然釉 陶芸展
11月4日㈰ 青木村：青木村郷土美術館

下旬

13日㈯・火のアートフェスティバル2018
14日㈰ 東御市：芸術むら公園

上旬

中山道和田宿 新そば祭り

3日㈯

第6回 鹿教湯温泉 しあわせポール
deアクティブ ウォーキングフェスタ

湯の丸スキー場オープン
東御市：湯の丸スキー場

長和町：和田宿ステーション

上田市：丸子温泉郷

12月
13日㈯～ 天空の芸術祭
28日㈰ 東御市：芸術むら公園
13日㈯～ 美しき明治のみづゑ（水彩画）
11月25日㈰ 丸山晩霞展

3日㈯・ 第12回上田城紅葉まつり
4日㈰ 上田市：上田城跡公園

東御市：丸山晩霞記念館

14日㈰ ダッタンそば収穫祭

長和町：緑の花そば館

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

上旬

ブランシュたかやまスキーリゾートオープン

１日㈯

田中駅130周年記念イベント

上田市：菅平高原スキー場
長和町：エコーバレースキー場

長和町：ブランシュたかやまスキーリゾート
東御市：田中駅周辺

１日㈯～ 上田市立美術館コレクション 新収蔵品展
3月17日㈰ 上田市：上田市立美術館
4日㈰

真田の郷新そばまつり

11日㈫～ 男谷燕斉の書 ～幕府祐筆の手跡～
2月3日㈰ 坂城町：鉄の展示館

４日㈰

海野宿ふれあい祭

27日㈭～ 鹿教湯温泉 氷灯ろう夢祈願
1月31日㈭ 上田市：温泉街から五台橋、文殊堂周辺

上田市：ゆきむら夢工房

東御市：旧北国街道海野宿

20日㈯ 第３１回うえだ環境フェア
（消費生活展）
上田市：上田創造館

21日㈰ 169系電車誕生50周年記念イベント
「昭和の乗り物大集合」
坂城町：坂城駅前多目的広場ほか

27日㈯・依水館築１００周年記念見学会
28日㈰ 上田市：依水館

イベントについての問い合わせ
●上田市役所

10日㈯・武石新そば祭り
11日㈰ 上田市：武石観光センター

下旬

上田市：武石番所ヶ原スキー場

市外局番は全て（ 0 2 6 8 ）
☎２２-４１００

●上田市武石地域自治センター ☎８５-２３１１

●上田市丸子地域自治センター ☎４２-３１００

●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

☎４９-０１１１

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

検索

●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！

上田広域

武石番所ヶ原スキー場開き

発行▶ 上田地域広域連合事務局 企画課

印刷▶ 株式会社アオヤギ印刷

〒386-0404 長野県上田市上丸子1612
TEL:0268-43-8818 FAX:0268-42-6740
E-mail:kikaku@area.ueda.nagano.jp
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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

