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うえだ地域浪漫紀行～「五島慶太未来創造館」
青木村に生まれ、大正時代から昭和３０年代にかけて実業家、政治家、教育家として活躍した五島
慶太。未来を見据え、都市を拓き、人を育てた郷土の偉人です。
その功績を紹介するとともに、生家を模型と VR（バーチャルリアリティ）により復元展示する施設が、

４月１８日、慶太翁の誕生日にオープンします。

建設中の五島慶太未来創造館
（2020年3月）

青木村歴史文化資料館
青木村民俗資料館
青木村図書館
青木村役場

♨ 田沢温泉

青木

12

♨ 沓掛温泉

東急グループの創始者であり、現在の東京
急行電鉄の各路線の開発や、渋谷などの
都市開発を進めた。
長野県内では、鉄道院時代に上田温泉電
軌（現上田電鉄）、飯山鉄道（現ＪＲ飯山
線）の設立に関わっている。
また、学校法人五島育英会を創立し、東京
都市大学グループの基礎を築いた他、亜
細亜大学や慶應義塾大学へも支援を行う
など、多大な教育支援を実践した。
上田中学校（現上田高校）在学中は、青木
村殿戸の実家から3年間毎日片道３里（約
12㎞）
を徒歩で通学したという。

五島慶太翁
記念公園

143

県宝
日吉神社

問い合わせ先：
五島慶太未来創造館
☎0268-49-0303

目 次

8 上田地域のごみ問題を考える

2 上田地域広域連合議会 2 月定例会
4 上田地域広域連合令和元年度補正予算

他／

ソフトクリーム巡りスタンプラリー予告
5 令和元年度定期監査の結果について／スポレク春の部
6 119こちら消防本部

【1882年（明治15年）－1959年（昭和34年）】

浦野川

五島慶太
未来創造館

フレッシュパーク
あおき

五島 慶太

至大法寺
道の駅あおき
川西消防署
ふるさと公園
あおき
至上田

9 ふるさとプレゼント
10 上田創造館だより
12 イベント歳時記

議会報告

上田地域広域連合議会 2月定例会

令和 2 年 2 月上田地域広域連合議会定例会は 2 月１７日に招集

今定例会では、条例案、令和元年度補正予算案及び令和 2 年

［△701万円］

令 和 2 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

一般会計予算が前年度当初予算と比較して増額と

総額は、49 億 2,815 万 4 千円で、前年度と比較して

なった理由は、主に資源循環型施設建設に係る調査業

0.6％、2,909 万 2 千円の増額となりました。

務委託料、上田クリーンセンターの施設設備修繕費の
また、特別会計予算が前年度当初予算と比較して減

3 千円の増額となり、特別会計の予算総額については、

額となった主な理由は、消防特別会計予算において、

27 億 6,076 万 5 千円で、前年度と比較して 1.0％、

消防車両の点検整備、施設整備工事費の減額等による

2,691 万 1 千円の減額となっています。

ものです。

一般会計

21億6,738万9千円（44.0％）
［＋5,600万3 千円］

●スポーツレクリエーション祭事業
●信州上田医療センター医療従事者
確保事業
●医師研究資金貸与事業
●医師就労支援給付事業
●看護師修学資金支援事業
●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）

［＋205万8千円］

●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）

※（
［

上田クリーンセンター費
6億5,992万7千円（13.4％）

［＋5,231万円］

●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
3億1,705万4千円（6.4％）

［△450万8千円］

●焼却プラント等修繕及び点検業務

令和2年度

予算総額
49億2,815万4千円
［＋2,909万2千円］

東部クリーンセンター費
2億8,617万4千円（5.8％）

［△65万7千円］

●焼却プラント等修繕及び点検業務

清浄園費
2億7,668万9千円（5.6％）

［△791万3千円］

特別会計

創造館費
1億1,199万9千円（2.3％）

27億6,076万 5 千円
（56.0％）
［△2,691万1千 円］

［△2,371万8千円］

●高機能消防指令装置保守委託
●消防車両の更新（東北署消防ポ
ンプ自動車、川西署、依田窪署救
急車）
●消防施設修繕

歳

（3.1％）
［＋1,781万4千円］

［△419万円］

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
3億9,774万5千円（8.1％）

［＋1,547万1千円］

●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
●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

大星斎場費
7,358万3千円（1.5％）

［＋106万8千円］

●指定管理者委託
●施設設備等修繕

依田窪斎場費
4,421万8千円（0.9％）

［＋442万2千円］

●指定管理者委託
●施設設備等修繕

入

49億2,815万4千円
［＋2,909万2千円］

②使用料・手数料
3億2,924万1千円（6.7％）

［＋182万7千円］

〈市町村負担金の内訳〉
項

①分担金・負担金
40億6,461万3千円（82.5％）

）構成比
］前年度比較増減
● 主な内容

●施設設備等修繕

消防特別会計
24億4,030万3千円（49.5％）

令和 2 年度

③諸収入
1億5,001万9千円

増額によるものです。

6,738 万 9 千円で、前年度と比較して 2.7％、5,600 万

介護保険特別会計
2億2,533万8千円（4.6％）

［△29万7千円］

④繰入金
1億4,606万円（2.9％）

のとおり可決されました。

［△525万1千円］

①分担金・負担金▶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り越す金
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
445万7千円（0.1％）

［△4,240万円

度当初予算案など 8 件の議案が提出され、すべての議案が原案

用語メモ

［＋2,906万5千円］

⑤連合債
1億30万円（2.0％）

ンター 4 階議場において開催されました。

ふるさと基金特別会計
9,512万4千円（1.9％）

⑦国庫・県支出金
3,556万9千円（0.7％）

⑥繰越金
9,789万5千円（2.0％）

［△1,512万2千円］

され、2 月１９日までの 3 日間の会期で、上田市丸子地域自治セ

そ のうち、一 般 会 計 の 予 算 総 額につ い ては 21 億

2月 定 例 会

予

市町村負担金

上
東
青
長
坂

［＋4,521万5千円］

用語メモ
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。
⑩物件費▶消耗品費、委託料など
他の性質に属さない消費的経費
です。
⑪維持補修費▶施設の修理など維
持管理に係る経費です。
⑫公債費▶過去に借り入れた連合
債の返済に要する経費です。
⑬普通建設事業費▶施設の大規模
改修、消防車両の購入などに要す
る投資的経費です。
⑭補助費等▶各種団体に対する助
成金や負担金、保険料等の経費
です。
⑮繰出金▶ふるさと基金特別会計
から一般会計への繰出金です。
⑯扶助費▶職員に係る児童手当な
どの経費です。
⑰貸付金▶医師研究資金の貸付に
要する経費です。
⑱積立金▶基金に積み立てる金額
です。
⑲予備費▶予算外の支出に充てる
ために設ける金額です。

目
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額

構成比
（％）

40億4,560万5千円

100.0

29億5,794万6千円

73.1

7億4,147万5千円

18.3

1億2,318万5千円

3.1

2億1,938万3千円

5.4

361万6千円

0.1

※①分担金・負担金には川西保健衛生施設組合からの負担金が含まれています。

⑯扶助費
2,734万5千円（0.5％）

⑰貸付金

1,000万円（0.2％）

［＋7万8千円］

⑮繰出金
5,296万円（1.1％）

［±0円］

⑱積立金

［△125万1千円］

191万5千円（0.1％）

［△4千円］

⑭普通建設事業費
1億6,181万7千円

⑲予備費

（3.3％）
［△1,740万円］

3,470万円（0.7％）

［±0円］

⑬補助費等
1億7,439万5千円

（3.5％）
［△256万円］

令和 2 年度

⑫公債費
2億6,903万7千円

（5.5％）
［△195万円］

歳

⑨人件費
23億4,007万4千円

出

49億 2,815万4千円

（47.5％）
［＋2,186万6千円］

［＋2,909万2千円］

⑪維持補修費
6億1,378万4千円

（12.4％）
［＋3,841万円］

⑩物件費
12億4,212万7千円

（25.2％）
［△809万7千円］
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2月 定 例 会
令 和 元 年 度 2 月 補 正 予 算
補正前予算額

2月補正額

補正後予算額

令和元年度定期監査の結果
増減率（％）

一

般

会

計

21億1,138万6千円

△ 3,348万1千円

20億7,790万5千円

△ 1.6

特

別

会

計

27億8,767万6千円

△ 650万4千円

27億8,117万2千円

△ 0.2

ふるさと基金特別会計

1億0,037万5千円

――

01億0,037万5千円

0.0

介護保険特別会計

2億2,328万円0千

△ 100万円0千

02億2,228万円0千

△ 0.4

24億6,402万1千円

△ 550万4千円

24億5,851万7千円

△ 0.2

48億9,906万2千円

△ 3,998万5千円

48億5,907万7千円

△ 0.8

消防特別会計
合

計

● 補正予算の主な内容

歳入

前年度繰越金の増額、市町村負担金、使用料の減額

歳出

人件費の調整、事業費確定に伴う不用見込額の減額

条

例

の

一

部

改

正

平成３１年 4 月1日から令和元年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 1 消防
署について、令和元年１１月２７日（水）
、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こと
が認められ、次の点について意見がありました。
（１） 現金管理については、特段不備等は認められなかったが、今後においても現金の取り扱いには細心
の注意を払うと共に、確認の徹底に努められたい。
（２） 丸子クリーンセンターにおいて、老朽化した施設及び設備については、稼働状況や今後の運転管理
状況を見据え、引き続き計画的な点検整備及び修繕を実施し、適正な維持管理に留意されたい。
（３） 消防職員体制について、救急業務は年々増加する傾向にあるので、応援要請及び災害時の対応等
にも考慮した適正な人員の確保及び体制について特に留意されたい。
（４） 大星斎場において、指定管理者制度を活用した利点を最大限に活かし、近年増加するペット火葬も

● 上田 地 域 広 域 連合手数料条例
激甚災害等で被害を受けた危険物施設を、復旧のために設置変更する場合の申請手数料の徴収について、免
除することができる規定を新たに条文に追加しました。

議

●監査の概要

員

の

改

含め、利用者に対するサービスの向上を図るとともに、老朽化した施設及び設備については、計画
的な点検整備及び修繕を実施し、引き続き適正な運営に努められたい。

選

議会、監査などに関する問い合わせ先：総務課 ☎0268-43-8811

上田地域広域連合議会議員のうち長和町議会選出議員 2 人の改選がありました。新たに選出された議員のお名前
と所属委員会は次のとおりです。
（敬称略）
●総務委員会

森田

公明

●保健福祉委員会

宮沢

清治

議 会の傍 聴について
広域連合議会は、毎年 2 月と１０月に定例会を開催しています。議会は公開で行われていますので、傍聴

参加者募集

スポーツレクリエーション祭2020春の部

ふれあいウォークｉｎ 東御

様子

昨年の

していただくことができます。お気軽にお出掛けください。
なお、詳しい日程等については右ページのお問い合わせ先へ。

信州
うえだ
地域

日

2020年 5 月17日㈰

時

受付：午前 8 時30分～9 時

出発：午前 9時30分

集合場所

東御中央公園

申込期間

4 月13日㈪ ～5 月11日㈪

申 込 先

東御市 文化・スポーツ振興課 スポーツ係
☎0268-75-1455 FAX：0268-63-5431

めぐ

ソフトクリーム巡りスタンプラリー 2020
2018、2019 と大好評のスタンプラリー。今年も、夏から秋にかけての
開催に向けて準備中です。
期間、チェックポイントやプレゼントなど、詳細が決まり次第、ホームペ
ージ「信州うえだ観光 NAVi」及び次号に掲載しますのでお楽しみに！

ふるさと基金運用益活用事業

芝生広場

※その他詳細については、申込先へお問い合わせください。
（電話受付：平日午前 9 時から午後 5 時まで）

①らいでんコース（6.5km）

②海野宿コース（10km）

芝生広場⇒道の駅「雷電くるみの里」
（折り返し）
⇒雷電生家⇒芝生広場

芝生広場⇒白鳥神社⇒海野宿（折り返し）⇒芝生
広場

スタ ンプ ラリー の 内 容

スポレク祭 今後の予定

上田地域内のソフトクリーム・ジェラート店をチェックポイントに、スタン
プを集めていただきます。
集めたスタンプの数に応じて、素敵な景品が当たります。さらに、すべて
のスタンプを集めた方にはコンプリート認定証をお送りします。

夏の部 7月18日㈯
秋の部 9月 中旬
冬の部 12月20日㈰

問い合わせ先： 上田地域観光協議会（企画課内） ☎ 0268-43-8818・FAX 0268-42-6740
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山火 事にご注意を！
山では枯葉や枯草が多くなることに加え、空気の乾燥やフェーン現象などの
気象条件から、秋から春先にかけて山火事発生の危険性が高い時期となります。
山火事はいったん発生すると消火は容易ではなく、一瞬にして貴重な森林を
焼失するとともに、その再生には長い年月と多くの労力が必要になります。
山火事のほとんどは「たき火の不始末」など人の不注意によって起きています。
一人ひとりが少し気をつければ防ぐことができる火災です。
かけがえのない財産である森林を守るため、次の点に注意しましょう。

山火事防止の注意点

救急件数は増加しています！
◆過去 10 年間の救急出動件数
11,000
件

●たき火・野焼きをするときは、事前に消防署へ届出をする。
●すぐに消火できる準備をし、できるだけ 2 人以上でおこなう。
●たき火や野焼きの最中は、目を離さず完全に消火するまでその場を離れない。
● 風が強いときや空気が乾燥しているときには、たき火や野焼きをしない。
●たばこは指定された場所で吸い、吸い殻は必ず消して絶対に投げ捨てない。

設置してありますか？ ～住宅用火災警報器～
すべての住宅の、就寝に使用する部屋と、寝室が 2 階にある場合は階段の天
井に、住宅用火災警報器の設置が義務付けられています。
上田広域管内で、実際に役に立った事例をご紹介します。
事

住宅の 2 階で就寝中、住宅用火災警報器が鳴っていることに気が付き、

例

1 階へ下りると台所の調理台に置かれていた棚が燃えていた。タオルで
叩いて初期消火に成功した。

このように、住宅用火災警報器を設置していたことで早期に火災に気が付き、初期消火や避難をすることができ
ます。まだ設置していないお宅は、ご家族やご自身の安全のためにも、早急に設置しましょう。また、設置が義務

傷病程度別搬送人員の割合（速報値）
死亡 2％

出動件数の増加 ⇒ 救急車が現場に 到着する時間が
遅れてしまうおそれがあります。

10,000

9,931件

9,000

中軽症
54％

7,713件
H21

H22

H23

H24

H25

H26

H27

H28

H29

H30

重症 10％

軽症
34％

10年前と比べ
約30パーセント増加！

8,000

7,000

●周囲に枯草など燃えやすいものがある場所や山林の近くでは、たき火をしない。

◆令和元年

救急車の適正な利用に
ご協力をお願いします

R元 年

搬送された方の約３割にあたる「軽症」の中には、ご自身で医療機関を受診できる症状の方も見受けられます。

目の前で大切な人が倒れたとき、あなたにできることは？

いざというときのために、救命講習を受講して応急手当を身につけましょう。

住民による応急手当で命が救われた事例 ～住民によるAED使用事例～
令和元年中、上田広域管内で住民がAEDを使用した応急手当により、3 名の方が社会復帰することができました！

６０歳代の男性
≪仕事中に意識がなくなる≫
傍にいた同僚がただちに
【119番通報】
と

５０歳代の男性
≪ランニング中に路上で倒れる≫

８０歳代の男性
≪旅行で訪れた絵画館で倒れる≫

現場に居合わせた方が【意識を確認】後、

友人が【意識を確認】後、絵画館職員に

ただちに
【１１９番通報とＡＥＤの手配】
をし、 【119番通報とＡＥＤの手配】を依頼する

【胸骨圧迫】を開始し、施設内の【ＡＥＤで
電気ショック】を行いました。救急隊到着

【胸骨圧迫】
と
【ＡＥＤによる電気ショック】

とともに、
【 胸骨圧迫】と
【ＡＥＤによる電

時には、脈拍が触れるまで回復し、病院

を行い、この方も後遺症なく社会復帰さ

気ショック】を行い、この方も後遺症なく

に搬送。後遺症なく社会復帰されました。

れました。

社会復帰されました。

令和２年度

定期普通救命講習会のご案内 ～あなたの勇気で助かる命があります！～

開催日

担当消防署

電話番号

内容等

４月２５日土

東 御 消 防 署

６２-０１１９

５月２３日土

依田窪南部消防署

６８-０１１９

６月２７日土

上田中央消防署

２６-００１９

無作為に抽出したお宅に、身分証明書を携帯した消防職員が訪問し住宅用火災警報

７月１８日土

上田南部消防署

３８-０１１９

器の設置状況を調査いたします。今年も 4 月から 5 月にかけて実施しますので、ご協力

８月２２日土

丸 子 消 防 署

４２-０１１９

をお願いいたします。

１０月２４日土

川 西 消 防 署

３１-０１１９

※消防署では、消火器や住宅用火災警報器の販売はしていません。

１１月２８日土

上田東北消防署

３６-０１１９

●講習時間：午後２時から午後５時まで（３時間）
●講習内容：心肺蘇生法（AEDを含む方法）を中心に止血法等を
行います。
●受講料：無料
●申込方法：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。（http://www.area.ueda.nagano.jp）
●その他：団体等で受講を希望する場合は、
救急講習について
最寄りの消防署へ御相談ください。

１２月１９日土

真 田 消 防 署

７２-０１１９

１月２３日土

東 御 消 防 署

６２-０１１９

２月２７日土

依田窪南部消防署

６８-０１１９

３月２７日土

上田中央消防署

２６-００１９

化されて１１年目となり、電池切れや故障が発生していることもありますので、定期的に点検をしましょう。

住宅用火災警報器訪問調査を実施します

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

6

詳しくはこちら▼

上級救命講習会のご案内
日時：９月６日日
午前８時３０分から午後 5時３０分（８時間）
場所：上田市中央公民館

※開催日については変更する場合があります。
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44

連載

No.

各市町村の生ごみ資源化の取り組みについて紹介します。
可燃ごみの約 4 割を占める生ごみについて、焼却処理量を減らして資源として循環させることは、循環型社会
の形成のために重要な取り組みです。また、上田地域広域連合において計画されている資源循環型施設についても、
生ごみの発生抑制と資源化は、施設のコンパクト化に繋がり、周辺環境への負荷低減を図ることができます。
各市町村でも生ごみ減量・資源化に向け、様々な取り組みを行っており、その一部をご紹介します。

上 田 市 の 取り組 み
上田市では生ごみ減量・再資源化の議論をするため、廃棄物処理審議会（※1）の部会として、生ごみリサイクル
研究委員会を設置しました。

今日から始めよう、生ごみ対策
食品ロスの削減
●買い物に行く前に、自宅の食材の
確 認を行 い、買 い 過ぎに気を付
けましょう。
●料理は必要な分量だけ作り、残さ
ず食べましょう。
●外食の際には食べきれる量だけ注
文しましょう。（特にバイキング等
の食べ放題）

エコクッキング

捨てる前の水切り・乾燥

●普段捨ててしまう野菜の皮（人参
や 大 根 等）は 栄 養 価 も 豊 富。余
すことなく、皮も料理の一品とし
て調理するようにしましょう。
●料理が残ってしまったら、上手に
アレンジしてみましょう。

●生ごみ（特に野菜くずやティーパッ
ク等）には多くの水分が含まれて
います。水切り・乾燥を行うことは、
ごみ減量とともに、悪臭の発生予
防にも繋がります。

※1 廃棄物処理審議会：廃棄物処理に関する事項について市長の諮問に応じて調査審議を行う機関。

★生ごみリサイクル研究員会の趣旨
市民が一体となって生ごみを資源として有効
利用し、新たな生ごみリサイクルシステムの構

今後の予定

築を目指しています。

生ごみリサイクル研究委員会での結果を廃棄
物処理審議会に報告し、廃棄物処理審議会か
ら上田市に対して、答申する予定です。

なお、研究委員会は令和元年 7 月から令和
2 年 2 月までに計 5 回開催しています。

発生抑制

★生ごみリサイクルシステムのイメージ
生ごみリサイクルシステムは、エコクッキン

エコクッキングの実践
（食材の使い切り・食べ切り）
エシカル消費 食品ロスの削減

グやエシカル消費（※2）の実践などにより、生

排出抑制

ごみの発生抑制に優先的に取り組みます。

自己 処 理を行 い

生ごみの水切り 畑などでの利用
ごみ減量化機器等の活用

それでも出てしまった生ごみは、自己処理
や共同処理による排出抑制や、分別収集によ
る資源化を進めます。（右図参照）

資源化

※2 エシカル消費：生産者や社会、地球環境等に配慮した消費活動のこと。

分別収集

問い合わせ先：ごみ処理広域化推進室

☎ 0268-71-7705

抽選で10人の方にプレゼント

を少なくする。

自己処理できない生ごみ
については資源化を行い、
焼却量を減らす。

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 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 2,815 万 4 千円で、前年度と比較
して 0.6％、2,909 万 2 千円の増額となりました。

長和町
平成 24 年、生ごみ堆肥化処理施設を整備。
せいぶんかいせい

各家庭等で生ごみ専用の「生分解性プラスチックごみ袋」に分別。
収集された生ごみは培地（微生物の活動を促進する資材）と混合
され、発酵・熟成された後に堆肥となります。
完成した堆肥は、希望する町民を対象に、春と秋に無料配布し
ています。

東御市
平成 30 年、生ごみリサイクル施設「エコクリーンとうみ」を整備。
せいぶんかいせい

長和町同様、「生分解性プラスチックごみ袋」に分別し、収集さ
れた生ごみは、混合や発酵等の過程を経て堆肥となります。
完成した堆肥は公的機関（小中学校等）の他、3、6、9 月に
希望する市民や市内事業者を対象として無料配布しています。
東御市の生ごみリサイクル施設

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。

生ごみ の 排 出 量

長和町と東御市の生ごみ堆肥化施設について紹介します。

長和町の生ごみ堆肥化施設内部の様子

資源循環型施設検討委員会では、引き続き施設のあり方について協議をおこなっています。

⒉ 上田広域管内で住民が〇〇〇を使用した応急手当
で命が救われた事例がありました。いざというとき
のために、応急手当を身につけましょう。

広報１月号の答えは、①家庭②予約③コンパ
クトでした。応募総数２４６通の中から、
１０人の
方に青木村の「青木村産杜仲葉の蕎麦とお茶
のセット」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、
「長和町の特産品」をお送りする予定です。

⒊ 生ごみの焼却処理量を減らして資源として循環さ
せることは、〇〇型社会形成のために重要な取り組
みです。
【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、5月7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

＜プレゼントの紹介＞青木村の活性化を目指す「青木
村NIきたい会」。
「杜仲」の樹を再活用し、商品開発に
取り組みました。杜仲葉にはビタミン、カルシウム、亜
鉛、鉄、
リン、マグネシウム等、健康維持に大切な成分
が含まれ、また農薬を使わずに栽培しているので安心
です。お茶とそばのほかに、おやき、石けん、化粧水も
あり、
「道の駅あおき」などでお買い求めいただけま
す。
（青木村NIきたい会 ☎0268-49-2408）

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

4月～6月
トピックス

シーズ
ン2

はやぶさ２トークライブ in 上田創造館

１月２６日㈰、
ＪＡＸＡはやぶさ２プロジェクトの中澤暁サブマネー

画像などを使いながら、分りやすく、とても興味深いお話しを
トークライブの様子は、http://www.hayabusa2.
jaxa.jp/topics/20200108_talklive/ からもご覧い
ただけます。

はやぶさ2の帰りを楽しみに応援しましょう

デジタルプラネタリウム

◆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。

星空観望会～春の星座～

太陽の観察

★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。

【時間】10:00～11:00

季節の星座と神話

5月2日㈯、6月6日㈯、8月1日㈯

会場 4F プラネタリウム室

週末 の 理 科 室 ／ 参 加 者 募 集
会場 4F 科学実験室

5月30日㈯ 10:00～11:00

参加無料

事前申込

当日受付

◆直接会場へお越しください。

参加無料

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

＊プラバンのアクセサリー作り

＊キラキラ鉱物の観察

＊簡単カメラを作ろう

＊手作り顕微鏡で花粉観察

プラバンでキーホルダーなどを作ります。イラストを描く場合は、手本を持参。 火山灰から鉱物を取り出し、顕微鏡で観察します。
4月18日㈯ 9:30～11:30 定員：20人
6月20日㈯ 9:30～11:30 定員：15人
◆電話申込：4月15日㈬まで
◆電話申込：4月20日㈪から6月17日㈬まで
虫メガネを使ってカメラを作り、写真（青焼き）を写します。 顕微鏡を作り、花粉などを観察します。
5月23日㈯ 9:30～11:30 定員：20人
7月11日㈯ 9:30～11:30 定員：20人
◆電話申込：5月20日㈬まで
◆電話申込：5月11日㈪から7月8日㈬まで
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昨年の様子

おもしろ・ふしぎ体験広場

入場無料

参加無料

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

昔ばなし語りの会

入場無料

塩田平民話研究所の皆さんによる語り。
6月28日㈰ 13:30 開演 会場 1F 民俗資料館

▲昨年の様子

事前申込

子ども地質こうざ

© 松本零士・東映アニメーション

4月18日㈯、7月4日㈯

会場 1F 文化ホール

うえだ地域企業＆キッズフェア2020

参加者募集

子どもも大人も全員無料！
！ 4月25日㈯、26日㈰、29日㈬、5月2日㈯～6日㈬

季節の星空のお話

上田地域等の企業の皆さまと
子どもたちとのコラボレーション！
！

※日程が変更になる場合もあります。

【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）

5月23日㈯ 19:30～21:30

10:00～15:00

見て！触って！遊べる！企業展
6月13日㈯～21日㈰
9：30～16：30
会場 1F 文化ホール
詳細は後日発表！

4・5月投映 ★銀河鉄道９９９赤い星ベテルギウスいのちの輝き ★はびたぶるぞ～ん
★同時投映／春の星座解説
6月投映 ★銀河鉄道９９９赤い星ベテルギウスいのちの輝き ★はびたぶるぞ～ん
★同時投映／夏の星座解説

会場 屋上 天体観測室

子ども夢フェスタ

ね！
て
き
な
ん
み

小学生までの子どもたちを対象に、運転体験会やけん玉認定会、
工作コーナーなど様々なイベントを開催します！ 詳細は後日発表！

お聴きすることができました。

当日受付

入場無料

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

鉄道模型の展示と公開運転ブース開設！
！

長（写真右）を迎えてトークライブを開催しました。

参加無料

イ ベ ント

◇5月3日㈰・4日㈪

ジャ（写真左）と、上田市出身で元ＪＡＸＡ理事の山浦雄一名誉館

星空解説

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/

マジカルクッキング

「フライパンでプリンを作ろう！」
～たまごのへんしん～
～鉱物遊びをして鉱物プレパラートを作ろう～
参加無料

郷土地質研究家・山辺邦彦氏による展示物の紹介、
地質の説明、鉱物観察、鉱物遊び、プレパラート作り。
4月25日㈯ 10：00～11：30 ◆電話申込：4月22日㈬まで
会場 1Ｆ「鉱物・岩石・化石」展示室・４Ｆ 科学実験室
定員：15人 対象：上田地域（上田市・東御市・青木
村・長和町）の小学校３年生から中学生とその保護者

お知らせ

年間参加者募集！

年間

のびのびキッズ

お料理の中にある科学を発見！
おやつ作りを楽しみながら体験します。
5月30日㈯ 13：30～15：30 ◆電話申込：5月27日㈬まで
会場 ４Ｆ 科学実験室 参加費：300円（材料費・保険
代等） 定員：15人 対象：上田地域（上田市・東御
市・青木村・長和町）の小学生とその保護者

発明チャレンジワークショップ
年間参加者募集！
！ 参加無料

工作などを行いながら、発明と物
手作り工作や蝶の観察など、 作りのおもしろさ、楽しさを体験
２月の作品展示会に出品します。
科学と自然のおもしろさ、 し、
昨年の様子
楽しさを体験します。
活動日時▶ 2020年5月～2021年1月まで年9回（毎
活動日時▶2020年5月～12月までの年8回（毎月1回、 月1回土曜日13:30～15:30）※変更となる場合があります。
主に第3土曜日10：00～11：30）※変更となる場合があります。 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
対象▶上田地域（上田市・東御市・青木村・長和町）の
定員▶20人（先着順）
年長とその保護者
定員▶２０人（先着順）
受付▶4月18日㈯10：00から受付開始。
年会費▶３，
０００円（保険代・通信費・材料費等）
上田創造館受付窓口または電話で申込み。
受付▶4月18日㈯10：00から受付開始。上田
講師▶（一社）長野県発明協会、協力企業各社
創造館受付窓口または電話で申込み。

6 月1日㈪は、定期清掃等のため休館

イベント・催事について、中止・変更の可能性があります。
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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※イベント等の情報は 3 月上旬におけるものです。新型コロナウイルス感染症への対応等により、中止・変更となる可能性があります。

4月
1日㈬～ 知将！光秀の頃の日本刀と武者絵展
6月7日㈰ 坂城町：鉄の展示館
中旬

独鈷山千本桜

中旬～
5月上旬

信州武石余里一里花桃の里

上田市：平井 宮沢地区 御屋敷平

菅平高原カントリーフェスティバル

17日㈰ 御屋敷つつじ祭り

7日㈰

！ラン＆ウォーク
23日㈯ 別所線と走ろう、歩こう！

13日㈯ 大型農畜産直売所『マルシェ黒耀』オープン

23日㈯・第10回美ヶ原トレイルランinながわ大会
24日㈰ 長和町：ブランシュたかやまスキーリゾート他

13日㈯～ 第11回新作日本刀 研磨 外装
9月6日㈰ 刀職技術展覧会 坂城町：鉄の展示館

上田市：真田氏館跡

上田市：上田城跡公園～別所温泉

長和町：マルメロの駅ながと

中旬

上田市：武石余里

上田市：サニアパーク菅平

狐塚ほたるの里

上田市：塩川 狐塚沢

23日㈯～ 第15回ばら祭り
6月7日㈰ 坂城町：さかき千曲川バラ公園
中旬～
5月上旬

下旬～ 信州国際音楽村 ラベンダー祭り
7月上旬 上田市：信州国際音楽村

依田川鯉のぼり

上田市：上丸子 依田川 丸子橋上流

18日㈯ 長久保愛宕山桜公園花見会
長和町：愛宕山桜公園

18日㈯ 五島慶太未来創造館オープン
青木村：青木村図書館 横

31日㈰ 第12回美ヶ原牧場放牧祭り
上田市・長和町：美ヶ原高原

21日㈫ 大法寺大般若会
青木村：大法寺

30日㈯・2020春の長門牧場祭
31日㈰ 長和町：長門牧場

21日㈫ ビーナスライン開通

7月

上田市・長和町：八島湿原～美ヶ原高原

26日㈰ 鹿教湯文殊堂春祭り

上旬

霊泉寺クリーンフェスタ

29日㈬・祝 祢津東町歌舞伎公演

4日㈯

信州上田祇園祭

上田市：鹿教湯文殊堂
東御市：祢津

日吉神社境内

4日㈯・5日㈰ ラグビーフットボール交流試合
11日㈯・12日㈰ 上田市：菅平高原

時期未定 新緑の和田宿ステーション祭り

12日㈰ 信州長和町ロゲイニング大会
長和町：マルメロの駅ながと他

長和町：和田宿ステーション

中旬

6月
上旬

雷電くるみの里 雷電まつり

5日㈫

第49回うえだこどもまつり

9日㈯

第17回子どもフェスティバル

東御市：道の駅雷電くるみの里

上田市：中心市街地

31日㈰ 坂城駅前葡萄酒祭

坂城町：坂城駅前多目的広場

5月

上田市：霊泉寺温泉

上旬

信州ルネッサンス2020／春のバラ祭り

上旬

湯の丸高原つつじ祭り

上田市：信州国際音楽村

ワイルドフィットネスチャレンジ
MAD & MUDDY
上田市：霊泉寺温泉

18日㈯ スポーツレクリエーション祭2020
夏の部：依田窪プールまつり
上田市（長和町）：依田窪プール
長和町教育委員会 ☎68- 2127

東御市：湯の丸高原

上田市：上田城跡公園

東御市：東御中央公園

10日㈰ 第18回子どもフェスティバルinびんぐし
坂城町：びんぐしの里公園

イベントについての問い合わせ

市外局番は全て（ 0 2 6 8 ）
●上田市武石地域自治センター ☎８５-２３１１

●長和町役場 ☎６８-３１１１

●上田市丸子地域自治センター ☎４２-３１００

●東御市役所

☎６２-１１１１

●坂城町役場 ☎８２-３１１１

●上田市真田地域自治センター ☎７２-２２００

●青木村役場

☎４９-０１１１

●上田市役所

☎２２-４１００

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

上田広域

検索

http://www.ueda-trenavi.jp

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:webmaster@area.ueda.nagano.jp

12

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

