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こ く 　 よ う

４月からリニューアルオープンし、地元農産物や特産品などを取り揃えています。

和田宿ステーション
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サラさらさ配布のお知らせ／ふるさとプレゼント
上田創造館だより
ソフトクリーム巡りスタンプラリー／イベント歳時記

問い合わせ先： マルシェ黒耀 ☎0268-75-8735
 和田宿ステーション ☎0268-88-0008

うえだ地域浪漫紀行～「マルシェ黒耀」
ろ ま ん

６月にオープンした
道の駅マルメロの駅ながと内 農産物直売所「マルシェ黒耀」。
地元農産物はもちろん、多目的スペース「黒耀ギャラリー」、
全天候型「軒下市場」、イートインコーナー「黒耀カフェ」や情報コーナー「みんなの広場」など
多種多様な機能を備え、長和町の魅力を発信しています。
商業エリア内に「足湯」もオープンし、みなさんの来訪をお待ちしています。
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イベントについての問い合わせ　市外局番は全て（0268）
●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

発行▶ 上田地域広域連合事務局  企画課
 〒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

印刷▶ 株式会社アオヤギ印刷

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

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

検 索検 索上田広域

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！

ソフトクリーム巡りスタンプラリー信州
うえだ

地域

めぐ

2020

① チェックポイント等でスタンプ台紙を入手。
② 上田地域内に設けられたチェックポイント

に立ち寄り、台紙にスタンプ。
③ スタンプ２ヶ所以上を集めた中学生以下

の皆さん…上田創造館でソフトクリーム
グッズをゲット。

④ 「スタンプ２ヶ所以上」、「9ヶ所以上」、
「すべてのスタンプ」を集めた方…台紙
のハガキに必要事項を記入のうえ、ご応
募ください。

問い合わせ先： 上田地域広域連合事務局企画課内　☎0268-43-8818・FAX0268-42-6740
 Eメール :kikaku@area.ueda.nagano.jp

期 間 令和2年 7月23日㈭から令和2年11月3日㈫まで（応募締切：11月16日消印有効）

上田市 ▶ 道の駅「上田 道と川の駅」、道の駅「美ヶ原高原」、菅清園、喜光堂、和洋菓子さわむら、ハレテラス、
 富士アイス、モンテリア（豊上製菓）
東御市 ▶ アトリエ・ド・フロマージュ、道の駅「雷電くるみの里」、ハーヴェストナガイファーム、お菓子工房 春色、ロッジ花紋
長和町 ▶ 美ヶ原高原山本小屋ふる里館、 鷹山ファミリー牧場、 長門牧場、 緑の花そば館
青木村 ▶ 道の駅「あおき」

賞 品 A コンプリート賞…すべてのスタンプを集めた方8名様（抽選）
に地域の豪華グルメセットをプレゼント。さらにコンプリート記念
として応募者全員にコンプリート認定証と副賞をお送りします。

B なから賞…９ヶ所以上のスタンプを集めた方12名様（抽選）に
地域のスイーツセットなどをプレゼント。

C にやかし賞…2ヶ所以上のスタンプを集めた方４0名様（抽選）
に地域の特産品などをプレゼント。

D ちんまい賞（参加賞：中学生以下）…2ヶ所以上のスタンプを集め
たら、上田創造館でソフトクリームグッズをプレゼント（数量限定）。

※詳しくは、スタンプ台紙か信州うえだ観光NAViをご覧ください。
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参　加　方　法

※AはBCのトリプルチャンス！ BはCのダブルチャンス！
　賞品はお選びいただけません。何が当たるかはお楽しみに！！ 

　毎年大好評の上田地域内のソフトクリーム・ジェラート店を巡るソフトクリームスタンプラリー。
「3 密」を避けながら今年もおいしく、たのしくスタンプを集めにでかけよう！ 

9月
未定

未定

10月
4日㈰

上田市：鹿教湯温泉交流センター周辺
鹿教湯温泉 食・浴の秋祭りスポーツレクリエーション祭2020  秋の部：あおきむらで遊ぼう

上田城太鼓まつり＜秋の陣＞

青木村：青木村総合グラウンド　青木村教育委員会 ☎49-2224

上田市：上田城跡公園（旧市民会館駐車場）
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だ
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中止・延期イベント 6月12日現在で新型コロナウイルス感染拡大防止のため、中止や延期となっているイベントを掲載しております。
7月上旬 霊泉寺温泉クリーンフェスタ（中止）： 上田市
7月1日㈬～8月16日㈰ 全国つるし飾りまつりin別所温泉（延期）： 上田市
7月11日㈯・12日㈰ 岳の幟（中止）： 上田市
7月4日㈯ 信州上田祇園祭（中止）： 上田市
7月中旬 祢津祇園祭（中止）： 東御市
7月中旬 田中祇園祭（中止）： 東御市
7月18日㈯ スポーツレクリエーション祭2019夏の部／
 依田窪プールまつり（中止）： 上田市
7月19日㈰ 蓮のフェスタin信濃国分寺（中止）： 上田市
7月25日㈯ 上田わっしょい（中止）： 上田市
8月1日㈯ 丸子ドドンコ（中止）： 上田市
8月1日㈯ 真田まつり（中止）： 上田市（真田地区）
8月1日㈯ 雷電まつり（中止）： 東御市

8月1日㈯ 青木村夏まつり（中止）： 青木村
8月1日㈯ 町民祭り坂城どんどん（中止）： 坂城町
8月2日㈰ 信州爆水 RUN in 依田川（中止）： 上田市
8月12日㈬・14日㈮・15日㈯ 信州うえだ 武石夏祭り（中止）： 上田市
8月14日㈬ みまきニュードカンコ（中止）： 東御市
8月14日㈬ 和田宿宿場まつり（中止）： 長和町
8月22日㈯ KAKEYU FES ＆ 花火（中止）： 上田市
8月23日㈰ 鹿教湯の夏フェス（中止）： 上田市
8月29日㈯ 上田城跡能（中止）： 上田市
9月5日㈯・6日㈰ ウイスキー＆ビアキャンプ長和町（中止）： 長和町
9月6日㈰ 松尾神社秋季例大祭 大山獅子（中止）： 長和町
9月26日㈯ 信州上田大花火大会（中止）： 上田市
10月未定 げんきまるこ産業フェスタ2020（中止）： 上田市

6月12日現在の情報のため、今後の状況により中止や日程変更となる場合があります。

8



消防職員を募集します

受験申込

試験の区分・種類・受験資格等

採用予定人員：6人程度
種　類

高等学校
卒業程度

区　分

消防職

受　験　資　格

平成 4 年４月２日以降に生まれた方
で、広域連合就職後は広域連合管内

（坂城町を除く）に居住が可能な方

※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。

日時 令和2年8月2日㈰～８月7日㈮
 午前９時～午後５時（正午から午後１時までは除きます）
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。

必要書類
① 受験申込書
② 履歴書（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
④ 404円分切手貼付の定形封筒（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。

第一次試験
日時 令和2年10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）

採用予定日 令和 3 年 4 月 1 日

問い合わせ先 ： 消防本部 総務課・警防課 ☎0268-26-0119　予防課 ☎0268-26-0029

119こちら消防本部

問い合わせ先：総務課 ☎0268-43-8811

情報公開・個人情報保護制度の開示結果について（令和2年3月末現在）

令和元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 1 件　　開示件数 1 件（部分開示）
● 個人情報保護制度 開示請求件数 2 件　　開示件数 2 件（部分開示）

夏の火災予防 　夏は花火やバーベキュー、お墓参りなど屋外で火を使う機
会が多くなるほか、お盆は普段より仏花などのお供え物が多
くなり、お仏壇から火災が発生する危険性が大きくなります。
　楽しい夏の思い出を残すためにも、火の取り扱いには十分
注意しましょう。

人　　事

※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。

　上田地域広域連合議会議員のうち、東御市議会選出議員 1 人、上田市議会選出議員１３人の改選がありました。
令和 2 年 5 月現在の上田地域広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）

　令和元年度上田地域広域連合ふるさと基金特別会計について、過年度補助金の返還に伴い、新たな歳入科目
の計上が必要となったことから、令和 2 年 2 月２５日に専決処分による予算補正について承認されました。

補正予算の専決処分

　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。

事　件　決　議

議員の改選

●上田東北消防署水槽付消防ポンプ自動車の購入
　契約金額　　　７５,９００千円　　契約の相手方　長野消防設備株式会社上田支店

●依田窪南部消防署高規格救急自動車の購入
　契約金額　　　３６,２３４千円　　契約の相手方　長野トヨタ自動車株式会社上田店

議会代表者会

保健福祉委員会総務委員会

座　長 半田　大介（上田市）
 池田総一郎（上田市）
 宮下　省二（上田市）
 横山　好範（東御市）
 宮下　壽章（青木村）
 森田　公明（長和町）
 小宮山定彦（坂城町）

委員長 池田総一郎（上田市）
副委員長 宮下　壽章（青木村）
 松尾　　卓（上田市）
 長越　修一（東御市）
 井澤　　毅（上田市）
 原　　栄一（上田市）
 横山　好範（東御市）
 森田　公明（長和町）
 金沢　広美（上田市）
 土屋　勝浩（上田市）
 久保田由夫（上田市）
 小宮山定彦（坂城町）

委員長 宮下　省二（上田市）
副委員長 阿部貴代枝（東御市）
 石合　祐太（上田市）
 金子　和夫（上田市）
 斉藤　達也（上田市）
 平林　千秋（東御市）
 金井とも子（青木村）
 飯島　伴典（上田市）
 宮沢　清治（長和町）
 半田　大介（上田市）
 川まゆみ（坂城町）

議　長 土屋　勝浩（上田市）
副議長 横山　好範（東御市）

花岡利夫 副広域連合長

　令和2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２２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6件の
議案が同意・可決・承認されました。詳細は次のとおりです。

お仏壇の周りの整理・整頓をして
　　お盆を迎えるようにしましょう!

　例年、梅雨明け後に救急出動件数が増加する傾
向にあります。
　この時期は、急激に高温多湿な環境に変化し、
熱中症が起こりやすくなることから、特に体調管理
に気を付け、異変を感じたら早めに医療機関を受
診しましょう！
　令和元年中に熱中症（疑い含む）で搬送された
方のうち約５２％が8月に、平成３０年中には約６０％
が 7 月に搬送されています。

熱中症は予防が大切！

　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）
　議会選出監査委員　半田　大介（上田市議会選出）　任期：上田地域広域連合議会議員の任期による

●監査委員の選出

　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：令和 2 年 5 月２５日から令和 6 年 5 月２４日までの 4 年間

●公平委員の選任

住まいの工夫 衣服の工夫 行動の工夫

上田地域広域連合消防本部の6月から9月における救急出動件数

令和元 年7月24日ごろ梅雨明け ⇒ 8月増加
平成30年6月29日ごろ梅雨明け ⇒ 7月増加

「意識がおかしい」「水分が取れない」
ときは、迷わず救急車を呼びましょう！

●涼しい場所に移動し、衣服を緩め安静に寝かせる。
●エアコンをつけ、扇風機等の風で体を冷やす。

熱中症の
応急処置
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抽選で10人の方にプレゼント

【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、8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。

提供： 上田地域観光協議会

問題 広報4月号の答えは、①49②AED③循環でし
た。応募総数165通の中から、１０人の方に長
和町特産品「長門牧場アイス6個セット」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、「上田市の特
産品」をお送りする予定です。

＜プレゼントの紹介＞長門牧場は標高1,400ｍの
信州白樺高原に211ヘクタール（東京ドーム45個
分）の牧草地を有し、自家産の牧場で飼育した乳
牛200頭から搾った生乳は自然の味そのもの。こ
の生乳を使ってアイスクリームなど乳製品を売店
でお買い求めいただけます。

（長門牧場　☎0267-55-6969）

（広報紙をよく読んでね！ 〇には1文字・数字が入ります）

⒈ ごみの焼却に伴って発生した〇〇〇〇〇〇は熱
利用や発電などに有効利用していきます。

⒉ 例年、梅雨明け後に救急出動件数が増加する傾
向にあります。この時期は、急激に高温多湿な
環境に変化し、〇〇〇が起こりやすくなります。

⒊ ソフトクリーム巡りスタンプラリーは、〇ヵ所以
上のスタンプを集めると応募できます。

【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
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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問い合わせ先： ごみ処理広域化推進室　☎0268-71-7705

資源循環型施設検討委員会の協議結果がまとまりました。

　平成30年11月から令和 2 年 3 月まで計 9 回行われた資源循環型施設検討委員会（安全安心を将来に渡って
保証する計画を創りあげることを目的とした組織）の協議結果が令和 2 年 4 月21日に土屋広域連合長に報告さ
れました。

　資源循環型施設検討委員会の高須副委員長が、これまでの協議結果を取りま
とめた報告書を土屋広域連合長に手渡しました。（右写真）

報告会

　協議結果としてまとまった基本的事項と、今後の取組についての概略を紹介
します。

協議結果と今後について

検討委員会及び連合長報告会等の情報（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：清浄園　☎0268-２２-２３３９

サラ・さらさ配布予定について

配布概要（予定）

　大変ご好評をいただいている「サラ・さらさ」（焼
成肥料）の配布ですが、昨年度同様、往復はがき
による予約制とします。なお、予約方法や配布方法
などの詳細は次号（１０月号）に掲載予定です。

　「サラ・さらさ」は、有機汚泥を焼却し、砂状
になった灰で、リン酸やカリの成分が多く含まれ
ており、樹木・花・野菜等にご利用ください。

①予約方法 往復はがきによる予約制
②予約期間 令和 2 年１２月 1 日（火）から 4 週間程度　
③配布予定数 1 世帯につき 2 袋から３袋程度（応募状況によって変わる場合があります）
 袋代として 1 袋当り（18kg 入り）５０円
④配布時期 令和 3 年 2 月中旬（配布日は返信用はがきで通知します）
⑤その他 新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況によっては配布時期・方法を変更又は配布を
 中止する場合があります。

予告

★３R（リデュース、リユース、リサイクル）を基本に、
ごみの排出抑制に向けた取組の推進。
★構成市町村の中でも最も可燃ごみ排出量が多い
上田市において、可燃ごみ中の約4割を占める生
ごみ減量の推進。

★協議結果を踏まえて今後の行政の基本方針に反映させていく。
★住民説明会を開催し、協議結果及び今後の方針について説明していく。
★資源循環型施設及びまちづくりの計画などについて、住民の皆様と定期的に協議する組織
　を設ける。
★ごみ減量施策について、行政は不断の取組を行い、地域住民に対して情報提供を続ける。

今後について

協議結果❶ ごみ減量について

★ダイオキシン類等の有害物質について、適正な
焼却管理による発生抑制、最新技術の導入によ
る除去、また、住民が安心できる監視体制などに
ついて総合的に対策を行うとともに、測定数値や
運営情報を公開する。

協議結果❸ 環境対策について

★1日の処理量を上限144トンとする。
★焼却方式は、安定的に完全燃焼させるために、
ストーカ式焼却炉※を用いて、24時間連続運転
とする。

※階段状に並べた焼却部の底部板を動かして燃焼させる炉で、
信頼性が高い処理方式。

協議結果❷ 基本条件について

★ごみの焼却に伴って発生した熱エネルギーは熱利
用や発電などに有効利用する。

★地震、水害、火災等の災害に備えた構造とし、
災害の種類に応じた防災対策の役割を担う施設を
目指す。

協議結果❹ 地域貢献について
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企画展 事 前申込

参加者募集 事 前申込

週末の理科室／参加者募集 事 前申込

 上田市上田原1640　開館時間／9:00～22:00
お問い合わせ・お申込先　☎0268-23-1111
ホームページでもご覧いただけます。 FAX.0268-24-4100
http://www.area.ueda.nagano.jp/sozokan/

上田図書館創造館分室上田創造館
（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7月～9月

6月12日現在の情報のため、今後の状況により変更や中止となる場合が
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。

10月5日㈪は、
定期清掃等のため休館

7～9月投映

★ちびまる子ちゃん ほか

【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）

　プラネタリウムの投映再開にあたり、新型コロナウイルス感染拡大を防ぐため、安心して
ご観覧いただけるようご理解とご協力をお願いします。
　詳細については、上田創造館ホームページまたはお電話でお問い合わせください。

＜プラネタリウムをご観覧される方へのお願い＞
●あらかじめ自宅等で検温を行い、体調不良の方は来館をご遠慮ください。
●マスクの着用・手指の消毒等の感染防止対策をお願いします。

＜感染防止のための対応及びお願い＞
●受付時に確認カードの記入をお願いします。
●非接触型体温計による検温を実施します。
●手指消毒液を設置し、投映中も換気を行います。
●1 回投映あたりの観覧者数を制限して席間のスペースを確保します。
●投映の前後及び入退場時は、周囲の方と一定程度間隔を保ってご移動をお願いします。

夏の企画展 ―作って、学んで、お宝チャレンジ―

「夏をたのしむ！ ～遊びゴコロを取りもどそう～」

星空解説 星空観望会「夏の星空 天上の宝石アルビレオ」
8月22日㈯ 19:00～21:00

★音楽と星空のコラボレーション企画

夏の星座のお話
「太陽系の宝石 土星の紹介」

夏の星座と神話
「ペルセウス座流星群」

今年注目、太陽系の惑星たちとは…。他
7月4日㈯ 10:00～11:00

今年の夏、流れ星の観察は…。他
8月1日㈯ 10:00～11:00

秋の星座と神話
「月と動きと暦のお話」
今年の「お月見」中秋の名月は…。他
9月5日㈯ 10:00～11:00

©さくらプロダクション／日本アニメーション

参加無料 当日申込
屋上 天体観測室　◆直接会場へお越しください。会場

参加無料 当日申込

キーボード生演奏と星空の世界をお楽しみください。

　　  4F プラネタリウム室会場

子ども地質こうざ
「長野県の石」のプレパラートを作ろう

参加無料

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（小学校5年生以上は子どもだけでも可）

蝶の観察 鉱物の採集
アゲハチョウの卵、幼虫、さなぎや
羽化の瞬間を観察します。
8月15日㈯ 10:00～11:30
　　  4F 科学実験室　定員：12人
◆8月12日㈬までに電話で申込み。

地層の観察と鉱物採集をします。
9月26日㈯ 9:30～11:30
　　  丸子公園　定員：12人
◆7月26日㈰～9月23日㈬までに
　電話で申込み。

神秘的な羽化の瞬間を見てみよう

会場
会場

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。
8月8日㈯ 10：00～11：30　　　 1F 「鉱物・岩石・化石」展示室／4F 科学実験室
定員：12人　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）
◆8月5日㈬までに電話で申込み。 

会場

各日、午前コース10：00～12：00／午後コース13：30～15：30
　　 2F コミュニティーホール大　定員：各コース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
◆開催前日までに電話で申込み。（参加枠があれば当日受付も可）
※参加されたい方は必ず事前予約をしてください。

会場

「夏の大三角形」を手がかりに

　七夕様の星たちを探してみよう、
※雨天・曇天の場合、プラネタリウムを投映します。

◆直接会場へお越しください。

釣り竿やポイを作って、ガラスフィギュア「ナノフレンズ」をｇｅｔ！しよう★

運命のわかれ道！？
お水に強い材料はどれかな？

釣り竿作り・・・割り箸ｏｒストロー？
ひもの長さは？
釣り針の形や角度は？

ガラスフィギュア釣り × ガラスフィギュアすくいに挑戦！
ガラスフィギュア釣り ガラスフィギュアすくい

7月23日㈭～25日㈯、8月9日㈰～16日㈰の11日間

参加無料

個別対応型ワークショップイベント個別対応型ワークショップイベント

Gｅｔ！した
フィギュアは

その場でプレゼント！

運が良ければ
当たりくじ！？

さらに

協力 ：
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シンボルマーク

こ く 　 よ う

４月からリニューアルオープンし、地元農産物や特産品などを取り揃えています。

和田宿ステーション

目 
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上田地域のごみ問題を考える
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サラさらさ配布のお知らせ／ふるさとプレゼント
上田創造館だより
ソフトクリーム巡りスタンプラリー／イベント歳時記

問い合わせ先： マルシェ黒耀 ☎0268-75-8735
 和田宿ステーション ☎0268-88-0008

うえだ地域浪漫紀行～「マルシェ黒耀」
ろ ま ん

６月にオープンした
道の駅マルメロの駅ながと内 農産物直売所「マルシェ黒耀」。
地元農産物はもちろん、多目的スペース「黒耀ギャラリー」、
全天候型「軒下市場」、イートインコーナー「黒耀カフェ」や情報コーナー「みんなの広場」など
多種多様な機能を備え、長和町の魅力を発信しています。
商業エリア内に「足湯」もオープンし、みなさんの来訪をお待ちしています。
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長門牧場
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長和町役場
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国史跡・歴史の道資料館（かわちや）

国保依田窪病院

至上田

至立科

和紙の里ふるさとセンター

中山道長久保宿

中山道和田宿

美ヶ原高原
大
門
川

大
門
街
道

中山
道

依
田
川

依田窪病院入口

長久保
大和橋

農産物直売所
マルシェ黒耀

特産物直売所
和田宿ステーション

温泉入口

長和町役場和田支所

至上田

至立科

至白樺湖至白樺湖至岡谷・下諏訪

イベントについての問い合わせ　市外局番は全て（0268）
●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

発行▶ 上田地域広域連合事務局  企画課
 〒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

印刷▶ 株式会社アオヤギ印刷

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

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

検 索検 索上田広域

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！

ソフトクリーム巡りスタンプラリー信州
うえだ

地域

めぐ

2020

① チェックポイント等でスタンプ台紙を入手。
② 上田地域内に設けられたチェックポイント

に立ち寄り、台紙にスタンプ。
③ スタンプ２ヶ所以上を集めた中学生以下

の皆さん…上田創造館でソフトクリーム
グッズをゲット。

④ 「スタンプ２ヶ所以上」、「9ヶ所以上」、
「すべてのスタンプ」を集めた方…台紙
のハガキに必要事項を記入のうえ、ご応
募ください。

問い合わせ先： 上田地域広域連合事務局企画課内　☎0268-43-8818・FAX0268-42-6740
 Eメール :kikaku@area.ueda.nagano.jp

期 間 令和2年 7月23日㈭から令和2年11月3日㈫まで（応募締切：11月16日消印有効）

上田市 ▶ 道の駅「上田 道と川の駅」、道の駅「美ヶ原高原」、菅清園、喜光堂、和洋菓子さわむら、ハレテラス、
 富士アイス、モンテリア（豊上製菓）
東御市 ▶ アトリエ・ド・フロマージュ、道の駅「雷電くるみの里」、ハーヴェストナガイファーム、お菓子工房 春色、ロッジ花紋
長和町 ▶ 美ヶ原高原山本小屋ふる里館、 鷹山ファミリー牧場、 長門牧場、 緑の花そば館
青木村 ▶ 道の駅「あおき」

賞 品 A コンプリート賞…すべてのスタンプを集めた方8名様（抽選）
に地域の豪華グルメセットをプレゼント。さらにコンプリート記念
として応募者全員にコンプリート認定証と副賞をお送りします。

B なから賞…９ヶ所以上のスタンプを集めた方12名様（抽選）に
地域のスイーツセットなどをプレゼント。

C にやかし賞…2ヶ所以上のスタンプを集めた方４0名様（抽選）
に地域の特産品などをプレゼント。

D ちんまい賞（参加賞：中学生以下）…2ヶ所以上のスタンプを集め
たら、上田創造館でソフトクリームグッズをプレゼント（数量限定）。

※詳しくは、スタンプ台紙か信州うえだ観光NAViをご覧ください。

チ
ェッ
ク
ポ
イ
ン
ト

参　加　方　法

※AはBCのトリプルチャンス！ BはCのダブルチャンス！
　賞品はお選びいただけません。何が当たるかはお楽しみに！！ 

　毎年大好評の上田地域内のソフトクリーム・ジェラート店を巡るソフトクリームスタンプラリー。
「3 密」を避けながら今年もおいしく、たのしくスタンプを集めにでかけよう！ 

9月
未定

未定

10月
4日㈰

上田市：鹿教湯温泉交流センター周辺
鹿教湯温泉 食・浴の秋祭りスポーツレクリエーション祭2020  秋の部：あおきむらで遊ぼう

上田城太鼓まつり＜秋の陣＞

青木村：青木村総合グラウンド　青木村教育委員会 ☎49-2224

上田市：上田城跡公園（旧市民会館駐車場）

う
え
だ
地
域
イ
ベ
ン
ト
歳
時
記

中止・延期イベント 6月12日現在で新型コロナウイルス感染拡大防止のため、中止や延期となっているイベントを掲載しております。
7月上旬 霊泉寺温泉クリーンフェスタ（中止）： 上田市
7月1日㈬～8月16日㈰ 全国つるし飾りまつりin別所温泉（延期）： 上田市
7月11日㈯・12日㈰ 岳の幟（中止）： 上田市
7月4日㈯ 信州上田祇園祭（中止）： 上田市
7月中旬 祢津祇園祭（中止）： 東御市
7月中旬 田中祇園祭（中止）： 東御市
7月18日㈯ スポーツレクリエーション祭2019夏の部／
 依田窪プールまつり（中止）： 上田市
7月19日㈰ 蓮のフェスタin信濃国分寺（中止）： 上田市
7月25日㈯ 上田わっしょい（中止）： 上田市
8月1日㈯ 丸子ドドンコ（中止）： 上田市
8月1日㈯ 真田まつり（中止）： 上田市（真田地区）
8月1日㈯ 雷電まつり（中止）： 東御市

8月1日㈯ 青木村夏まつり（中止）： 青木村
8月1日㈯ 町民祭り坂城どんどん（中止）： 坂城町
8月2日㈰ 信州爆水 RUN in 依田川（中止）： 上田市
8月12日㈬・14日㈮・15日㈯ 信州うえだ 武石夏祭り（中止）： 上田市
8月14日㈬ みまきニュードカンコ（中止）： 東御市
8月14日㈬ 和田宿宿場まつり（中止）： 長和町
8月22日㈯ KAKEYU FES ＆ 花火（中止）： 上田市
8月23日㈰ 鹿教湯の夏フェス（中止）： 上田市
8月29日㈯ 上田城跡能（中止）： 上田市
9月5日㈯・6日㈰ ウイスキー＆ビアキャンプ長和町（中止）： 長和町
9月6日㈰ 松尾神社秋季例大祭 大山獅子（中止）： 長和町
9月26日㈯ 信州上田大花火大会（中止）： 上田市
10月未定 げんきまるこ産業フェスタ2020（中止）： 上田市

6月12日現在の情報のため、今後の状況により中止や日程変更となる場合があります。
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