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うえだ地域浪漫紀行～東御市に広がるヴィンヤード
ろ

ま ん

上田広域の市町村を含め、千曲川に寄り添うように広がる千曲川ワインバレー。長い日照時間、
少ない降水量、一日の寒暖差が大きいことなどからぶどう栽培の適地で、そこでつくられるワインは
品質・評価とも高まっています。
なかでも東御市には個性豊かな小規模ワイナリーが点在し、あちらこちらに美しいヴィンヤード
（ワイン用ぶどう畑）が広がっています。
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至東部湯の丸I.C

問い合わせ先：
信州とうみ観光協会
☎0268-62-7701

2019年4月、
日帰り温泉施設「湯楽里館」2階に、東御市のワイナリーやワインの情報を集めた施設がオー
プン。
試飲・展示コーナーのほか、
ワインコンシェルジュも常駐しており、
飲み比べやちょい飲みを楽しめます。
また、
1階の物産センターでは千曲川ワインバレーのワイン、
OH！LA！HOビールもお買い求めいただけます。

広域連合議会 8月臨時会／サラ・さらさ配布再開等
救急搬送の状況
119こちら消防本部
上田地域のごみ問題を考える

他

7 年末年始休館休業・図書館利用のお知らせ／
ふるさとプレゼント
8 上田創造館だより
10 イベント歳時記

安心して救急医療を受けていただくために
～救急搬送の状況と救急医療の仕組みをお知らせします～

令和元年 8 月上田地域広域連合議会臨時会は 8 月 5 日に招集され、

上小医療圏域（上田市、東御市、青木村、長和町。以下、
「圏域」といいます。）において、平成 30 年度に救急車

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。

で救急搬送された人は 9,664 人（前年度比 423人、4.6％の増加）で、
近年は 1 万件近くの高い数値で推移しています。

今臨時会では、消費税法等の一部改正により 10 月 1 日から消費税率

このうち、圏域内の医療機関へ搬送された人は 8,479 人（全体の 87.7％。残りの 12.3％は、ドクターヘリを含む

が 8 ％から 10％に引き上げられることに伴い、上田地域広域連合が徴

圏域外の医療機関へ搬送）で、その大部分を、圏域内の第二次救急医療を担う「病院群輪番制病院※」と、後方支

収する手数料及び使用料に関する条例の一部改正案が提出され、すべ

援病院である「信州上田医療センター」が受け入れています。特に信州上田医療センターは、医療体制の充実が図

ての議案が原案のとおり可決されました。

られ受入れが増加しています。
救急搬送人員が増加する一方、医師・医療従事者不足は依然深刻で、各病院の負担が増している状況です。

条例の一部改正

広域連合では、安心して救急医療を受けていただけるよう、圏域内の市町村や関係機関と連携を図り、今後も医師・
医療従事者確保等の地域医療対策事業を進めながら、第二次救急医療体制の維持、向上を図ってまいります。

●上田地域広域連合手数料条例（消防法に関する事務手数料）
●上田創造館条例（上田創造館の施設使用料）

救急搬送収容人員と圏域外搬送比率の推移

（人数：人）
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方法を予約制に変更し、予約の受付を来年 1 月から開始します。
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②予約受付：令和 2 年 1 月 6 日 ㈪ から 4 週間程度
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③配布について： 1 世帯 5 袋まで（応募状況により変わる場合あり）、1 袋当たり 50 円

■ 圏域内合計

配布開始は 3 月頃を予定（配布日は返信用はがきにてお知らせします）
④詳細について：応募方法や配布についての詳細は、次号（ 1月号）に掲載します。
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原料であるし尿汚泥が減少傾向にあるため、多くの方にお求めいただけるよう、配布
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■ 圏域外合計

信州上田医療センター搬送受入割合
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圏域外への搬送割合

救急医療の仕組み：突然の病気やケガは、症状にあわせた受診が大切です。
① 自力で受診可能な比較的軽症の場合は

☎0268-２２-２３３９

➡ かかりつけの医療機関や休日救急医などで受診。（第一次救急 < 初期救急 >）
② 自力による受診が困難な重症の場合は
➡ 消防署［１１９番］へ連絡。救急車で病院群輪番制病院（※「上小医療圏の救急医療体制」の項目参照）の当

表紙こぼれ話

番医へ搬送され治療を受ける。重症で、より総合的または専門的な治療が必要な場合は、後方支援病院の信

まりこ

シャトー・メルシャン 椀子ワイナリー
オープン！
表紙では東御市のヴィンヤードなどを紹介しましたが、
9 月 21日㈯に上田市で初のワイナリー「シャトー ・メル
シャン

椀子ワイナリー」がオープンしました。

360 度ぶどう畑に囲まれた小高い丘の上のワイナリー
では、約10 種類のワインが製造され、醸造施設などを見
学できるほか、「テイスティング・カウンター」や「ワイ
ンショップ」を併設し、試飲や買い物を楽しむこともでき
ます。
詳しくはシャトー・メルシャン HP などをご覧ください。
http://chateaumercian.com
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☎0268-75-8790

州上田医療センターへ搬送されることもある。（第二次救急）
➡ 重篤で、さらに高度かつ特別な治療を必要とする場合は、佐久医療センター、信州大学医学部附属病院、長
野赤十字病院等へ搬送され治療を受ける。（第三次救急）

上小医療圏の救急医療体制：医療機関では、役割分担・連携して診療を行っています。
患者の症状の重症度に応じた救急医療体制の区分です。症状に応じて対応する医療機関が異なります。
区

分

患者の症状（程度）

対応する医療機関

第一次救急（初期救急）

軽度のけがや病気（入院治療を必要としない程度） かかりつけ医、休日救急医

第二次救急

入院や手術を必要とする重症救急患者

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」

第三次救急

重篤な救急患者（高度医療を必要とする場合）

救命救急センター「佐久医療センター」

※＜上田地域の病院群輪番病院＞■上田市：安藤病院、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、
花園病院、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
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119こちら消防本部
11月 ９ 日（土）～11月１５日（金）

消防救助技術大会 ～安全・安心な地域を守るために～
全国消防救助技術大会において入賞！ 種目「ロープブリッジ渡過」
令和元年 6 月 8 日㈯、長野県消防学校で行われた第 38 回長野県消防救助技術大会（以下、「県大会」といい
とか

はしづめ ゆうき

ます。）において、種目「ロープブリッジ渡過」に出場した上田東北消防署の橋詰裕樹隊員が優勝。
橋詰隊員は 8 月２５日㈰、
岡山県岡山市消防教育訓練センターで開催された「第 48 回全国消防救助技術大会」に、
長野県代表として出場しました。

「 ひとつずつ

い い ね！で確 認

「 消したはず

小さな油 断 が

２０１９年度

２０１９年度

全国統一防火標語

上田地域広域連合消防本部防火標語

火の用心」
大きな火」

上田市立丸子北小学校６年

くらさわ

倉沢

まい

舞さんの作品

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、

全国の精鋭が集まる中、これまでの訓練の成果を発揮し、見事入賞を果たしました。

火災が発生しやすい冬季を迎えるにあたり、地域住民の皆さんに火災予
防に関する意識を高めていただき、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。
この機会に【住宅防火チェックシート】で家や身の周りを点検して火災
を未然に防ぎ、大切な命や財産を守りましょう。

住 宅 防 火チェックシート
項
上田東北消防署 橋詰裕樹隊員

渡過訓練に励む橋詰隊員

関東地区指導会において入賞！ 種目「引揚救助」
ながい まさなお

たかみざわ りゅういち

あらい しょうへい

目

県大会において、種目「引揚救助」に出場した長井雅直隊員、髙見澤隆一隊員、荒井翔平隊員、下笹悦碁隊員、

やました こうじ

山下晃司隊員のチームが予選を突破。
7 月 5 日㈮、長野県消防学校で開催された「第 48 回消防救助技術関東地区指導会」に出場し、関東地区 1 都 9
県を代表する 24 チーム中 14 位となり、入賞しました。
当消防本部の種目「引揚救助」への出場は 3 年目で、初の上位大会出場を果たしました。

はい

チ ェッ ク ポ イ ン ト
① 灰皿以外に吸殻を捨てている

たばこ
□吸う
□吸わない
しもささ よしき

確認項目

② 灰皿の周りに燃えやすいものが置いてある
③ 床や布団に焦げ跡がある

（吸わない場合は次項目へ）

（寝たばこ含む）

④ ライターやマッチが子どもの手の届くところにある
⑤ 火を消さずにコンロから離れることがある

コンロ
□ガス
□ IH

⑥ 周りに燃えやすいものが置いてある
⑦ ひどく焦げた鍋や、やかんを使っている

（ＩＨの場合は次項目へ）

⑧ 火の消し忘れがある

（

自覚あり ・

なし ）

⑨ 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

⑩ ストーブの周りに燃えやすいものが置いてある
⑪ 火を消さずに給油している （石油ストーブの場合）
⑫ 電気コードを束ねたまま使用している

電気器具類
要救助者の救助・引揚を行う

⑬ たこ足配線をしている
⑭ 電気コードに傷みがある
⑮ コンセントの周辺にホコリがたまっている

下笹隊員、髙見澤隊員、長井隊員、荒井隊員、山下隊員

仏

壇

⑰ 家の周りや室内に物が乱雑に置いてある

これからも地域の安全・安心のため、強い肉体と精神力、そして高度な技術をさらに磨きあげ、安全・確実・
迅速な活動が出来るよう訓練を重ねてまいります！

その他

今後も上田広域消防の活動に対し、ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

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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⑯ ローソク・線香たて周辺に燃えやすい物が置いてある
⑱ 敷地内でたき火をしている
⑲ 消火器を設置していない
⑳ 住宅用火災警報器がついていない

「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。
※「住宅防火チェックシート」は、上田地域広域連合消防本部のホームページからダウンロードできます。

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
5

いいえ

No.

第５回資源循環型施設検討委員会を開催
令和元年 6 月３０日に第 5 回資源循環型施設検討委員会を開催しました。その中での協議内容について、一部
をご紹介いたします。
行政の考え方

ごみ搬入ルート

委員意見

自主基準値（※1）については以下の３点を基本に
検討していきます。
１. 法規制値以下とする。
２. 最新の技術を用いて達成可能な値とする。
３. 近年計画された近隣施設の状況（先進事例）
を参考にする。

自主基準値のほかに管理目標値 (※2）を定
めている例もある。今後の検討課題とした
らどうか。

搬入ルートは今後、複数案提示し、周辺道路を
含めた地域振興についても要望等をお聞きし
ながら検討していきます。

ごみ収集車の通行は行政側で提示した搬
入ルートのみになるのか。西部地域全体の
地域振興にも関わる事なので、周辺道路
整備等も含めて総合的に提示して欲しい。

※1 自主基準値： 排ガス中の汚染物質濃度は法律で排出基準値が定められているが、この排出基準値よりも、さらに厳しく定めた基準値
のこと。なお、自主基準値を超えての操業はできない。

図 書 館 利 用 につい て

資源循環型施設の
自主基準値について

年末年始の休館、休業

42

連載

施設名

休館・休業日

開館・開業日

TEL

●上田創造館

12月29日㈰～1月3日㈮

1月4日㈯

0268-23-1111

●清浄園

12月28日㈯～1月5日㈰

1月6日㈪

0268-22-2339

●上田クリーンセンター

12月28日㈯～1月5日㈰［30日㈪臨時営業］ 1月6日㈪

0268-22-0666

●丸子クリーンセンター

12月28日㈯～1月5日㈰［30日㈪臨時営業］ 1月6日㈪

0268-43-2131

●東部クリーンセンター

12月28日㈯～1月5日㈰［30日㈪臨時営業］ 1月6日㈪

0268-63-6814

●大星斎場

01月01日㈬～1月2日㈭

1月3日㈮

0268-22-0983

●依田窪斎場

12月31日㈫ 14時～1月2日㈭

1月3日㈮

0268-42-4851

図書館システムの更新を行うため、下記の期間、
利用者登録や図書の貸出・返却・検索・予約などの業
務を停止させていただきます。
図書館によっては、休館日を除き、下記の期間でも
閲覧、学習などの利用ができる場合もあります。詳し
くは各図書館へお問い合わせください。

期間：12月23日 ㈪ ～１月9 日 ㈭

※2 管理目標値：通常運転における管理値や数値を超えた場合に監視を強化する基準値のこと。

資源循環型施設の建設は圏域住民全員の課題です。身近なことからご協力をお願いします。

施設名

TEL

●上田市立上田図書館

0268-22-0880

●上田図書館創造館分室

0268-27-1758

●上田情報ライブラリー

0268-29-0210

●上田市立丸子図書館

0268-42-2414

●上田市立真田図書館

0268-72-8080

●上田市武石公民館図書室

0268-85-2030

●東御市立図書館

0268-64-5886

●青木村図書館

0268-49-0071

●長和町長門図書館

0268-68-4400

●坂城町立図書館

0268-82-3371

●長野大学附属図書館

0268-39-0005

●上田市塩田公民館

0268-38-6883

抽選で10人の方にプレゼント

3 つの「Ｒ」を行い、ごみの減量、再資源化から始めましょう！
もう一度使うこと
はできないけど、
資源にはなるから
分別しよう！

そもそもごみ
を出さないの
が一番！

私 は いらな い
けど、まだ使え
るから、誰かに
譲ろう！

優先順位

2位

R euse（リユース）
～再使用～

1位

優先順位
R educe（リデュース）

優先順位

3位

R ecycle（リサイクル）
～再資源化～

～排出抑制～

２ 1 3

捨てる前にまだ使用できないか、

できるだけ「もの」が「ごみ」にな

ごみは分別次第で、製品の資源

他の利用方法がないか考え、繰

ることを抑える生活をしましょう。

へと生まれ変わります。正しく分

り返し使用しましょう。

★具体的な取り組み例

別を行い、
再生資源にしましょう。

★具体的な取り組み例

●食品ロスの削減

●フリーマーケットやリサイク
ルショップの利用

●洗剤などの容器を再利用

★具体的な取り組み例

●余分な包装は断る
●むだなものは買わ

●分別収集の協力（ビン・缶・
ペットボトル等の分別）

ない

検討委員会の詳細（会議資料、会議概要等）は、広域連合ホームページで公開しています。
問い合わせ先：ごみ処理広域化推進室
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☎ 0268-71-7705

問題 （広報紙をよく読んでね！〇には1文字・数字が入ります）
⒈ 平成30年度に救急車で救急搬送された人は9,664
人で、このうち〇〇〇〇人（全体の87.7％）は、圏
域内の医療機関へ搬送されました。
⒉ 火災が発生しやすい冬季を迎えるにあたり、〇〇
〇〇チェックシートで家や身の回りを点検して、火
災を防ぎましょう。

広報7月号の答えは、①湿度②環境③ジェラートで
した。応募総数253通の中から、10人の方に東御
市の「ワイン＆ビアミュージアムのワイン試飲カー
ドと湯楽里館御優待券」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、
「上田市の特産品」をお送りする予定です。

⒊ ３つの「〇」
（リデュース・リユース・リサイクル）を
行い、ごみの減量、再使用、再資源化に取り組みま
しょう！
【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28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。
【応 募 先】上田地域広域連合「広報紙ふるさとプレゼント」宛
郵送▶〒386-0404 上田市上丸子1612
ＦＡＸ▶0268-42-6740
Eメール▶kikaku@area.ueda.nagano.jp

＜特産品の紹介＞湯楽里館２階の「ワイン＆ビアミュー
ジ ア ム 」で は 、展 示 だ け で な く地 域 の ワ イ ン や
OH!LA!HOビールの試飲・ちょい飲みをお楽しみいた
だけます。プレゼントのワイン試飲カード（チャージ
済）は、
８種類のワインを試飲できるワインサーバでご
利用いただけるものです。追加チャージをしていただ
くと引き続きご利用いただけます。試飲できるワイン
は随時入れ替わりますので、ワインコンシェルジュが
厳選した地域のワイン等をぜひご賞味ください。
（ワイン＆ビアミュージアム ☎0268-75-0885）

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。
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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

ふしぎ・なるほど・おもしろサイエンス

科学って
おもしろい！

in 上田創造館2019

8 月 5 日㈪、6 日㈫の 2 日間にわたり開催したふしぎ・なるほど・おもしろサ
イエンス。会場は夏休み中の親子連れなどで賑わいました。
上田千曲高校の生徒には、スライム作りを教わったり、マイコンカーや立体画
像工作の出展をしていただきました。他にも、
電気と磁石のナゾ、
温暖化のしくみ、
水辺の生き物の展示、いろいろな工作など、地元の高校生、長野大学・信州大学・
県工科短大の学生、地域のみなさんと一緒に科学のふしぎを体験しました。

イベ ント

高校生の指導によるスライム作り

（上田市出身・シンガーソングライター）

～君と町の匂いと空の星～

12 月 6 日㈮ 19:00～（開場18:30）
会場 4F プラネタリウム室

定員：100名
チケット：１人 １，
０００円（全席自由席）
出演者： 深瀬人寛（ヴォーカル・ピアノ）
谷村芽美（ヴァイオリン）

おもしろ・ふしぎ体験広場

参加無料

手作りおもちゃで、いろいろな不思議を体験しよう！
おもちゃ病院も開院
10月12日㈯・１1月9日㈯・１２月14日㈯ 13:30～15:30
会場 1F エントランスホール

凧展

上田創
造館
受付窓
口で
11月 2
日㈯ 1
0：
販売開 00～
始

入場無料

信州上田常田凧保存会・築地凧の会より
ご協力いただいた凧等を展示します。
12月23日㈪～令和2年1月12日㈰
会場 1F エントランスホール 前回の様子

デジタルプラネタリウム
10・11月投映 ★秋の星座解説 ★THE MOON～月のふしぎ～
銀河鉄道999
又は 赤い星ベテルギウス
12月投映
★冬の星座解説 ★みみずく探査機ほうほうの旅
いのちの輝き
【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）

星空解説

星空観望会

会場 屋上 天体観測室

参加無料

当日申込

◆雨天・曇天の場合、プラネタリウムを投映します。

10月5日㈯ 18:30～21:00
11月30日㈯ 17:30～20:30

太陽の観察

太陽の黒点やプロミネンスを観察します。
11月16日㈯ 10:00～11:00

★音楽と星空のコラボレーション企画

秋の星座と星空の動き

キーボード生演奏と星空の世界を
お楽しみください。

秋・冬の星座と神話

〈秋〉11月2日㈯ 10:00～11:00 〈冬〉12月7日㈯ 10:00～11:00
10月5日㈯ 10:00～11:00
会場 4F プラネタリウム室 参加無料 当日申込 ◆直接会場へお越しください。
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企画展

秋の企画展

おもちゃ展

（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

冬の企画展

入場無料

星座展

～あそびから知育へ～

巡回展
入場無料

ブロックやペーパークラフト、知育おも
ちゃなど、大人から子どもまでさわって
遊び、学べるおもちゃが集合します！

～ギリシャ神話からキトラ古墳まで～

11月2日㈯～24日㈰ 9:30～16:30
会場 2F 美術館 協力：株式会社カワダ

12月21日㈯～令和2年1月13日㈪ 9:30～16:30
会場 2F 美術館

週末の理科室

参加無料

事前申込

88星座の歴史、星座にまつわるギリシャ神話、キトラ
古墳の古代中国の星の紹介と星座物語を上映。

会場 4F 科学実験室

定員：各20名

対象：上田地域（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）

星空コンサート 深 瀬 人 寛
in 上田創造館

上田図書館創造館分室

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/

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

試験管を使って作ります。
11月30日㈯
9:30～11:30

ポリ袋で凧を作り、
飛ばしてみよう。
12月21日㈯ 9:30～11:30

◆電話申込：１0月21日㈪から１2月18日㈬

◆電話申込：１1月27日㈬まで

参加者募集

事前申込

ファミリー電波教室

宝石みたいなおかしを作ろう！
11月23日㈯ 13:30～15:30

ＡＭラジオを作ろう！

◆電話申込：11月20日㈬まで

バレンタインデーのおやつ作り！

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2日㈯ 13:00～15:30 会場 4F 科学実験室
定員：7組 対象：上田地域の小学校4年生から6
年生とその保護者（2人1組）

お知らせ

◆電話申込：11月25日㈪から翌1月22日㈬

マジカルクッキング

参加無料

◆電話申込：10月30日㈬まで

ふっくらサクサク。
令和2年1月25日㈯
9:30～11:30

令和 2 年1月18日㈯ 13:30～15:30

◆電話申込：11月18日㈪から翌1月15日㈬

会場 ４Ｆ 科学実験室 定員：15名（先着順）
参加費：300円（材料費・保険代等）
対象：上田地域の小学生とその保護者

発明・アイデア作品展

少し工夫して作った！これは便利★ アイデアがひらめいた！
開発・研究をしてすばらしいものをつくりました！などなど

【作品募集期間】12月1日㈰～令和2年 2月9日㈰

作品募集！

募集します
を
品
作
試
・
品
作

■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及び別途チラシにて発表いたします。

発明・アイデア作品展

令和2 年2 月15日㈯～24日㈪ 9:30～16:30

10月1日から 【消費税率改定に伴う上田創造館施設使用料等の改定のお知らせ】
消費税が10％に引き上げられることに伴い、施設、器具、冷暖房使用料等について、税率改定分2％を転嫁する料金改定が行われました。

10月7日㈪は定期清掃のため、12月29日㈰～令和 2 年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
11月10日㈰ 版表現の魅力（展覧会）
上田市：上田市立美術館
まで

26日㈯・2019秋長門牧場祭
27日㈰ 長和町：長門牧場

10日㈰ ねずみ大根まつり

坂城町：地場産直売所「あいさい」ほか

11月4日㈪ 拵・刀装具の美 高山一之の世界
坂城町：鉄の展示館
まで
5日㈯・ RUN＆BEER NAGAWA
6日㈰ 長和町：エコーバレースキー場
6日㈰
6日㈰

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

大門稲荷神社秋の例大祭 高辻相撲
長和町：大門稲荷神社

信州・立岩和紙の里 新そばまつり

下旬

長和町：信州・立岩和紙の里

15日㈮～ 第２３回うえだ城下町映画祭
17日㈰ 上田市：上田文化会館、犀の角、上田映劇
16日㈯・武石新そば祭り
17日㈰ 上田市：武石観光センター

11月

16日㈯・青木村産業祭＆タチアカネ新そば祭り
17日㈰ 青木村：ふるさと公園あおき

2日㈯・ 第13回上田城紅葉まつり×
3日㈰ 戦国GIG 凱-KACHIDOKI上田市：上田城跡公園

12日㈯～ シンビズム ３
11月10日㈰ 上田市：上田市立美術館
12日㈯・げんきまるこ産業フェスタ2019
13日㈰ 上田市：丸子総合体育館

23日㈯ 湯の丸スキー場オープン

12日㈯・火のアートフェスティバル2019
13日㈰ 東御市：芸術むら公園

29日㈮ エコーバレースキー場オープン

東御市：湯の丸スキー場

長和町：エコーバレースキー場

3日㈰

真田の郷

新そばまつり

3日㈰

海野宿ふれあい祭

30日㈯～ 農民美術・児童自由画100年展
2月24日㈪ 上田市：上田市立美術館

上田市：ゆきむら夢工房

12月

東御市：旧北国街道海野宿

上旬

菅平高原スキー場開き

12日㈯～ 天空の芸術祭2019
27日㈰ 東御市：北御牧地区

上旬

ブランシュたかやまスキー場オープン

13日㈰ ダッタンそば収穫祭

21日㈯ 武石番所ヶ原スキー場開き

長和町：緑の花そば館

上田市：菅平高原スキー場
長和町：ブランシュたかやまスキーリゾート
上田市：武石番所ヶ原スキー場

上旬

中山道和田宿 新そば祭り

9日㈯

つゆくさ 秋市

22日㈰ スポーツレクリエーション祭2019
冬の部：市民の森スケート場まつり
上田市：上田市市民の森スケート場
上田市教育委員会☎0268-23-5196

長和町：和田宿ステーション
上田市：丸子ファーストビル

19日㈯ 第32回うえだ環境フェア（消費生活展） 9日㈯～ 平成の名刀・名工展
上田市：上田創造館
2月2日㈰ 坂城町：鉄の展示館
19日㈯ マルメロ市・秋の収穫祭

長和町：道の駅マルメロの駅ながと

20日㈰ 鉄道フェスタ in さかき～169系電車
と昭和のゆかいな仲間たち～
坂城町：坂城駅前多目的広場

イベントについての問い合わせ
●上田市役所

10日㈰ 第7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
上田市：丸子温泉郷

10日㈰ NAGAWA WINE&FOOD FES
長和町：長和町和田コミュニティセンター

26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

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

上田広域

検索

●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！
http://www.area.ueda.nagano.jp

●長和町役場 ☎６８-３１１１

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

