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　たくさんの家族連れなどで賑わう東御中央公園には、１周５２０ｍのジョギングコースに
囲まれた広大な芝生広場や大型遊具があります。
　ハーブ園や小川が流れる散歩道などもあり、太陽があふれる中でお弁当やお散歩など、
「３密」を避けてピクニックを楽しんではいかがでしょうか。

　たくさんの家族連れなどで賑わう東御中央公園には、１周５２０ｍのジョギングコースに
囲まれた広大な芝生広場や大型遊具があります。
　ハーブ園や小川が流れる散歩道などもあり、太陽があふれる中でお弁当やお散歩など、
「３密」を避けてピクニックを楽しんではいかがでしょうか。

ろ ま ん

２０２０年３月、園内芝生広場の西側に東御市特産の「ぶどう」をモチーフ
とした大型複合遊具や幼児用複合遊具が新たに設置されました。幅広い
年齢層の子どもたちが楽しんでいます。

問い合わせ先：
東御市スポーツ協会
☎0268-62-2200

浅間サンライン

東御市民病院

東御市役所
東御市文化会館
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3月11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。

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
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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！

信州ルネッサンス2021

春のばらまつり

新緑の和田宿ステーション祭り

狐塚ほたるの里

湯の丸高原つつじ祭り

信州国際音楽村 ラベンダー祭り

上田市：信州国際音楽村

上田市：信州国際音楽村

長和町：和田宿ステーション

上田市：塩川 狐塚沢

東御市：湯の丸高原

上田市：信州国際音楽村

4月

5日㈬

9日㈰

9日㈰

下旬～
6月上旬

上田市：上田城跡公園（予定）

坂城町：びんぐしの里公園

東御市：東御中央公園

坂城町：さかき千曲川バラ公園

第50回うえだこどもまつり

子どもフェスティバル in びんぐし

第17回子どもフェスティバル

第16回ばら祭り

5月

3月6日㈯～
令和4年1月31日㈪

3月下旬～
中旬

3月27日㈯～
5月16日㈰

3月27日㈯～
7月4日㈰

3月30日㈫～
7月18日㈰

1日㈭～
11日㈰

1日㈭

中旬

中旬～
5月上旬

17日㈯

17日㈯～
7月25日㈰

20日㈫

青木村：五島慶太未来創造館

上田市：信州国際音楽村

上田市：上田市立美術館

上田市：上田市立美術館

坂城町：鉄の展示館

上田市：上田城跡公園

上田市：上田市街

上田市：平井 宮沢地区 御屋敷平

上田市：上丸子依田川　丸子橋上流

青木村：村営横手キャンプ場

青木村：信州昆虫資料館

上田市・長和町：八島湿原～美ヶ原高原

渋沢栄一と五島慶太展

信州国際音楽村 すいせんまつり2021

春景展

コレクション展Ⅰ

渋沢栄一の頃の日本刀

第18回上田城千本桜まつり

東京2020 オリンピック聖火リレー

独鈷山千本桜まつり　

依田川鯉のぼり

村営横手キャンプ場オープン

多様性の星 地球甲虫（Beetles）展

ビーナスライン開通
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上旬

上旬

上旬

中旬

中旬

下旬～
7月上旬

6月

7月
16日㈮～
9月26日㈰ 

16日㈮～
9月26日㈰

上旬

中旬

上田市：上田市立美術館

上田市：上田市立美術館

上田市：中心市街地

上田市：霊泉寺温泉

ヒグチユウコ展CIRCUS

コレクション展Ⅱ

信州上田祇園祭

ワイルドフィットネスチャレンジ MAD & MUDDY

下旬

下旬 

下旬 

21日㈬

上田市：霊泉寺温泉～独鈷山

東御市：日吉神社境内

長和町：姫木平ホワイトバーチキャンプ場

青木村：大法寺

ガイドと行く！信州百名山独鈷山ネイチャートレッキング

祢津東町歌舞伎公演

姫木平ホワイトバーチキャンプ場（新規オープン）

大法寺大般若会

日　　時

申 込 先

令和3年5月16日㈰
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　芝生広場
申込期間 4月12日㈪～5月10日㈪

東御市　文化・スポーツ振興課　スポーツ係
☎0268-75-1455　FAX：0268-63-5431
※その他詳細についてはお問い合わせください。
　（電話によるお問い合わせ ： 平日午前 9 時から午後 5 時まで）

スポーツレクリエーション祭2021 ふるさと基金運用益活用事業

ふれあいウォーク ｉｎ 東御参加者募集

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

らいでんコース（約7km）

夏の部 7月17日㈯
秋の部 9月 上旬
冬の部 12月19日㈰

スポレク祭
今後の予定

参加される方へ…あらかじめ自宅等で検温を行い、体調不良の方は参加をご遠慮ください。マスクの持参や手指の消毒等の感染防止対策にご協力ください。
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令和3年度

予算総額
48億7,689万8千円
［△5,125万6千円］

令和 3 年度

歳　入
48億7,689万8千円
［△5,125万6千円］

令和 3 年度

歳　出
48億7,689万8千円
［△5,125万6千円］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
4億1,829万6千円（8.5％）
［＋2,055万1千円］
●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

上田クリーンセンター費
6億2,185万3千円（12.8％）
［△3,807万4千円］
●焼却プラント等修繕及び点検業務

清浄園費
2億5,529万2千円（5.2％）
［△2,139万7千円］
●施設設備等修繕

東部クリーンセンター費
2億3,316万円（4.8％）
［△5,301万4千円］
●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
3億843万5千円（6.3％）
［△861万9千円］
●焼却プラント等修繕及び点検業務

大星斎場費
7,723万4千円（1.6％）
［＋365万1千円］
●斎場指定管理者委託
●斎場設備修繕

創造館費
1億569万7千円（2.2％）
［△630万2千円］
●創造館指定管理者委託
●施設設備等修繕

依田窪斎場費
3,836万9千円（0.8％）
［△584万9千円］
●斎場指定管理者委託
●斎場設備修繕

ふるさと基金特別会計
1億139万2千円（2.1％）
［＋626万8千円］

介護保険特別会計
2億1,982万7千円（4.5％）
［△551万1千円］
●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）

消防特別会計
24億9,734万3千円（51.2％）
［＋5,704万円］

一般会計
20億5,833万6千円（42.2％）

［△1億905万3千円］

※（　　） 構成比
　［　　］ 前年度比較増減
　　● 主な内容

●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）

●消防機器類保守等委託
●消防車両の更新（中央署救助工
作車、川西署高規格救急車　他）
●高機能消防指令装置更新整備

特別会計
28億1,856万2千円

（57.8％）
［＋5,779万7千円］

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。

〈市町村負担金の内訳〉
項　　目

市町村負担金
上 田 市
東 御 市
青 木 村
長 和 町
坂 城 町

予　　算　　額 構成比（％）
100.0
72.4
18.8
3.1
5.6
0.1

39億7,997万3千円
28億7,953万7千円
7億4,955万9千円
1億2,555万3千円
2億2,158万6千円

373万8千円

⑦国庫・県支出金
614万3千円（0.1％）
［△2,942万6千円］

⑧財産収入
409万7千円（0.1％）

［△36万円］

⑤繰入金
1億3,722万5千円（2.7％）
［△883万5千円

⑥繰越金
1億1,587万8千円（2.4％）
［＋1,798万3千円］

②使用料・手数料
3億2,629万2千円（6.7％）
［△294万9千円］

①分担金・負担金
39億7,997万3千円（81.6％）
［△8,464万円］

③連合債
1億7,550万円
（3.6％）
［＋7,520万円］

④諸収入
1億3,179万円（2.8％）
［△1,822万9千円］

⑨人件費
23億3,205万2千円
（47.8％）
［△802万2千円］

⑰貸付金
1,300万円（0.3％）

［＋300万円］⑮繰出金
5,621万9千円（1.2％）
［＋325万9千円］

⑭補助費等
1億8,627万1千円
（3.8％）
［＋1,187万6千円］

⑪維持補修費
5億1,431万6千円
（10.5％）
［△9,946万8千円］

⑫公債費
2億7,656万4千円
（5.7％）
［＋752万2千円］

⑬普通建設事業費
2億774万4千円
（4.3％）
［＋4,592万7千円］

⑱積立金
191万5千円（0％）

［±0円］

⑲予備費
3,470万円（0.7％）

［±0円］

⑩物件費
12億2,734万2千円

（25.2％）［△1,478万5千円］

⑯扶助費
2,677万5千円（0.5％）
［△57万円］

　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、48億7,689万8千円で、前年度と比較して1.0％、
5,125万6千円の減額となりました。
　そのうち、一般会計の予算総額については 20 億
5,833万6千円で、前年度と比較して5.0％、1億905
万3千円の減額となり、特別会計の予算総額については、
28 億 1,856 万 2 千円で、前年度と比較して 2.1％、
5,779万 7 千円の増額となっています。

　一般会計予算が前年度当初予算と比較して減額と
なった理由は、主に創造館、上田クリーンセンターの
施設設備修繕費の減額によるものです。
　また、特別会計予算が前年度当初予算と比較して増
額となった主な理由は、消防特別会計予算において、
消防指令装置の更新、消防車両の購入費用の増額等に
より、前年度と比較して 5,704 万円の増額によるもの
です。

2月定例会

令 和 3 年 度 当 初 予 算 の あ ら ま し

上田地域広域連合議会 2月定例会 議会報告
　令和 3 年 2 月上田地域広域連合議会定例会は 2 月２２日に招集
され、2月２５日までの4日間の会期で、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ました。
　今定例会では、条例案、令和 2 年度補正予算案及び令和 3 年
度当初予算案など１０件の議案が提出され、すべての議案が原案
のとおり可決されました。

用語メモ

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。

④諸収入▶預金利子や受託事業収入、収益
事業収入などです。

⑤繰入金▶他会計や基金などから繰り入れ
られる収入です。
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。

用語メモ
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条 例 の 一 部 改 正
● 上田地域広域連合火災予防条例中一部改正について
 　火災予防条例（例）の急速充電設備に関する事項の一部改正に伴い、上田地域広域連合火災予防条例の一部

改正を行いました。

令 和 2 年 度 2 月 補 正 予 算

2月定例会

一　　般　　会　　計

特　　別　　会　　計

21億6,803万4千円

27億6,623万2千円

0億9,512万4千円

2億2,533万8千円

24億4,577万円0千

49億3,426万6千円

△ 2,967万1千円

△ 6,479万7千円

△ 108万7千円

△ 734万9千円

△ 5,627万1千円

△ 9,446万8千円

21億3,836万3千円

27億0,143万5千円

00億9,403万7千円

02億1,789万9千円0千

23億8,949万9千円

48億3,979万8千円

△ 1.4

△ 2.3

△ 1.1

△ 3.3

△ 2.3

△ 1.9

補正前予算額 2月補正額 補正後予算額 増減率（％）

合　　　　計

ふるさと基金特別会計

介護保険特別会計

消防特別会計

歳 入  前年度繰越金の確定、市町村負担金、使用料の減額
歳 出  人件費の調整、事業費確定に伴う委託料等の減額

● 補正予算の主な内容

議会、監査などに関する問い合わせ先：総務課 ☎0268-43-8811

　令和2年4月1日から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 3 施設について、監査を
実施しました。

令和2年度定期監査の結果
●監査の概要

●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
の注意を払い、引き続き適切な管理及び確認の徹底に努められたい。

（２） 上田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、適正な維持管理及び施設の延命化
に留意されたい。

（３） 車両及び備品等の管理について、老朽化に伴う場合や運行距離などを考慮し、効率的な更新計画
により引き続き適正に実施されたい。

 また、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
対応等にも考慮しながら、引き続き適正な人員の確保に努められたい。

● 上田創造館の指定管理者の指定について
 　上田創造館の指定管理者が次の者に指定されました。
　　　【指定管理者となる団体】 一般財団法人　上田市地域振興事業団
　　　【指定の期間】 令和 3 年 4 月 1 日から令和 8 年 3 月３１日まで

事 件 決 議

　上田地域広域連合議会議員のうち東御市議会選出議員 4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）

議 員 の 改 選

●総務委員会
　　長越　修一 （副議長・議会代表者会議員）
　　山崎　康一

●保健福祉委員会
　　佐藤　千枝 （保健福祉委員会副委員長）
　　窪田　俊介

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、5月10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1月号の答えは、①環境保全②再通電時
③15でした。応募総数257通の中から、10人
の方に、東御市の「ご当地カレーセット」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。

＜特産品の紹介＞OH! LA! HO BEERと東御市特産の
「巨峰果汁」を使ったオリジナル地ビールカレーと、牧舎
みねむらの地元産天日干し稲藁をモリモリ食べて育った
和牛を使ったビーフカレーのセットです。こだわりのカ
レーを食べ比べてみてください。地ビールカレーは湯楽
里館物産センターで、ビーフカレーは牧舎みねむらの
ショップでお買い求めいただけます。　（物産センター
☎0268‐64‐0113、牧舎みねむら☎0268‐63‐7415）

わら

（広報紙をよく読んでね！ 〇には1文字・数字が入ります）

① 一般会計及び３つの特別会計を合わせた全体
の予算総額は〇〇億７，６８９万８千円で、前年度
と比較して１．０％、５，１２５万６千円の減額となり
ました。

② 衣服等の布類については、知人等に譲ったり、
バザーへの出品など、できる限り〇〇〇〇を心
がけましょう。

③ 山火事のほとんどは、「たき火の不始末」など
〇〇〇〇〇によって起きています。

【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。

エ コ ー ル 業 務 休 止 予 告
　図書館システムのメンテナンス等を行うため、エコール管内すべての図書館が休館します。また、
インターネットでの図書検索や予約なども休止させていただきます。

休館日：4月26日㈪・27日㈫

●上田市立上田図書館
●上田図書館創造館分室
●上田情報ライブラリー
●上田市立丸子図書館
●上田市立真田図書館
●上田市立武石公民館図書室

0268-22-0880
0268-27-1758
0268-29-0210
0268-42-2414
0268-72-8080
0268-85-2030

施設名 TEL

●東御市立図書館
●青木村図書館
●長和町長門図書館
●坂城町立図書館
●長野大学附属図書館
●上田市立塩田公民館

0268-64-5886
0268-49-0071
0268-68-4400
0268-82-3371
0268-39-0005
0268-38-6883

施設名 TEL

インターネット休止期間：4月26日㈪ 午前8時から
インターネット休止期間：4月28日㈬ 午前8時まで

4 5



●問い合わせ先　市外局番は全て（0268）
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
上田南部消防署 ........☎38-0119
上田東北消防署 ........☎36-0119

川西消防署 ................☎31-0119
丸子消防署 ................☎42-0119
真田消防署 ................☎72-0119

東御消防署 ...................☎62-0119
依田窪南部消防署 .......☎68-0119

火災・救急・救助等出動要請は ☎119（局番なし）

119こちら消防本部

４月２4日土

５月２2日土

６月２6日土

７月１7日土

８月２1日土

１０月23日土

１１月２7日土

１２月１8日土

１月２2日土

２月２6日土

３月２6日土

開催日 担当消防署 内容等

※新型コロナウイルス感染症の感染状況等により開催日の変更又は中止となる場合があります。

●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。
●お持ちのスマートフォンやパソコンから、上田地域広域連合ホームページ

にアクセスしていただき、「e-ラーニング（約１時間）」を事前に学習して
いただきますと、講習時間が2時間に短縮可能となります。

　※通信費は、受講される方のご負担となりますのでご注意ください。
●団体等で受講を希望する場合や、ご不明な点については、最寄りの消防

署へご相談ください。
【上田地域広域連合ホームページ】http://www.area.ueda.nagano.jp

上田南部消防署

上田東北消防署

川 西 消 防 署

丸 子 消 防 署

真 田 消 防 署

東 御 消 防 署

依田窪南部消防署

上田中央消防署

上田南部消防署

上田東北消防署

川 西 消 防 署

電話番号

38-０１１９

36-０１１９

31-０1１９

42-０１１９

72-０１１９

62-０１１９

68-０１１９

26-０0１９

38-０１１９

36-０１１９

31-０1１９

救急講習について
詳しくはこちら▼

　春先は、山火事発生の危険性が特に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。
次の注意点に気をつけて、山火事を防ぎましょう。

住宅用火災警報器訪問調査を実施します

令和3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！～

　無作為に抽出した住宅に、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、ご協力をお願いいたします。

山火事にご用心！

●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。
●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。
●たき火や野焼きをするときは、事前に消防署へ届出をする。また、すぐに消火で

きる準備をし、できるだけ2人以上で行う。
●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。

山火事防止の注意点

e-ラーニングについて
詳しくはこちら▼上級救命講習会のご案内

日時 ： ９月26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

※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。

48No.連載 No.
資源循環型施設建設に関わる環境影響評価に着手しました。

　上田地域広域連合では、県条例に基づき、清浄園用地を資源循環型施設の建設候補地として環境影響評価に
着手しており、現在はその最初の段階である、「配慮書」の手続きを行っています。

「配慮書」の手続きとは
　事業に関する位置又は規模のほか、配置や
構造などの複数案を設定し、既存資料により、
環境に与える影響を比較検討し、重大な環境
影響を回避・低減するための手続きです。

ごみの減量に引き続きご協力をお願いします。

　上田地域全体の可燃ごみ排出量は平成３０年度まで減少傾向にありましたが、令和元年度は増加に転じてしまい
ました。まずは家庭や職場で簡単に取り組めるごみの減量から実践していきましょう。

※今後、環境影響評価に関する住民説明会を行う予定です。説明会の日程等の詳細については、上田地域広域連合のホーム
ページをご確認ください。

　煙突の高さの違
いによる大気や景観
等への影響につい
て予測・評価します。

問い合わせ先： ごみ処理広域化推進室　☎0268-71-7705

これまでの資源循環型施設に関する取組の情報については広域連合ホームページでも公開してい
ます。

　不要になった物を全て可燃ご
みとして出していませんか？
　新聞紙、雑誌、紙パック等の
紙類は資源物回収に出しましょう。
また、衣服等の布類については、
知人等に譲ったり、バザーへの
出品など、できる限りリユース
（再使用）を心がけましょう。　
　

　必要以上に印刷をしていませんか？
Ａ４コピー用紙1枚あたりの重さは
４ｇ程度ですが、塵も積もれば山と
なります。
　資料の印刷そのものが必要なの
か、両面印刷や2in1コピー等がで
きないか考え、紙の節約を心がけま
しょう。

家庭編 職場編

45,000

40,000

35,000

30,000

25,000

20,000

15,000

10,000

580

570

560

550

540

530

520

510

（ｇ/人/日）（ｔ/年） 可燃ごみ排出量の推移

H27 H28 H29 H30 R元

555 553

543
539

549

40,87240,872 40,57240,572 39,65339,653 39,16239,162 39,72739,727

広域全体可燃ごみ排出量（単位：トン） 1人1日あたりの可燃ごみ排出量（単位：グラム）

複数案の例：煙突高さ

A 案 B 案
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参加者募集 事 前申込

企画展

お知らせ

トピックス

4月～6月
 上田市上田原1640　開館時間／9:00～22:00
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/

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

イベント

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。6月7日㈪は、定期清掃等のため休館

週末の理科室／参加者募集 事 前申込 参加無料

　　  4F 科学実験室
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

会場

おもしろ・ふしぎ体験広場
いろいろな不思議を気軽に体験しよう。
4月10日㈯、5月8日㈯、6月12日㈯
13：30～15：00 　　  1F エントランスホール会場

昔ばなし語りの会

6月27日㈰ 13:30 開演　 　　 1F 民俗資料館
定員：20人 ◆電話申込：5月29日㈯から

会場

＊簡単カメラを作ろう
虫メガネを使ってカメラを作り、写真（青焼き）を
写します。
5月15日㈯ 9:30～11:30　定員：12人
◆電話申込：5月12日㈬まで

＊キラキラ鉱物の観察
火山灰から鉱物を取り出し、顕微鏡で観察します。
6月19日㈯ 9:30～11:30　定員：12人
◆電話申込：4月19日㈪から6月16日㈬まで

＊手作り顕微鏡で花粉観察
顕微鏡を作り、花粉などを観察します。
7月3日㈯ 9:30～11:30　定員：12人
◆電話申込：5月3日㈪から6月30日㈬まで

おもちゃ病院
開院します

5月3日㈪・4日㈫ 10:00～15:00 1F 文化ホール会場

参加無料

塩田平民話研究所の皆さんによる語り

イベントの様子

小学生までの子どもたち
を 対 象 に、け ん 玉 認 定
会やワークショップなど
イベントを開催します！
詳細は後日発表！

みんなきてね！みんなきてね！

子ども地質こうざ
～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、顕微鏡を使用しての鉱物観察、鉱物遊
び、プレパラート作り。
5月1日㈯ 10：00～11：30 ◆電話申込：4月28日㈬まで
　　 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（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29日㈯ 13：30～15：30 ◆電話申込：5月26日㈬まで
　　 ４Ｆ 科学実験室　参加費：300円（材料費・保険
代等）　定員：10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

マジカルクッキング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～　

子ども夢フェスタ

6月18日㈮・25日㈮
　ナイトコース 17：30～20：00
 （最終受付19：00まで）
６月19日㈯・20日㈰・26日㈯・27日㈰
　午前コース 10：00～11：30
 （最終受付10：30まで）
　午後コース 13：30～15：00
 （最終受付14：00まで）
　　 1F 文化ホール
対象：上田地域（上田市・東御市・青木村・長
和町）の幼・保育園児～小学生とその保護者
◆詳細は後日発表！
※開催時間が変更になる場合がございます。

会場

会場 会場

鉄道模型を見ながらワークショップ
うえだ地域企業＆
キッズフェア２０２１
個別対応型ワークショップ特別版

春の企画展

参加無料 事前申込

見て！ 触って！ 遊べる！ 企業展

星空解説

【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）

★星空と音楽のコラボレーション企画
春の星座と神話
「ブラックホール発見、
それはどこ」

春の星空のお話
「スーパームーン」と
「皆既月食」

4月10日㈯ 10:00～11:00 5月1日㈯ 10:00～11:00

夏の星空の動き
「太陽系の宝石
土星の紹介」
6月5日㈯ 10:00～11:00

参加無料 当日受付

キーボード生演奏と星空の世界をお楽しみください。
最新の天文ニュースをデジタルプラネタリウムで解説します。

　　  4F プラネタリウム室　定員：60人（状況により変更があります）会場

4・5月投映 ★春の星座解説　★かぐやとKAGUYA 月が地球にくれた贈り物
 ★プラネタリウム ちびまる子ちゃん それでも地球はまわっている
6月投映 ★夏の星座解説　★かぐやとKAGUYA 月が地球にくれた贈り物
 ★プラネタリウム ちびまる子ちゃん それでも地球はまわっている

●当日4Fにて受付しますので、
　直接会場へお越ください。

星空観望会
5月15日㈯ 19:30～21:30 「春の星空散歩、暖かくなってきた春の星座の楽しみ方」
6月05日㈯ 19:30～21:30 「夏の星空、入梅直前、夏の星空散歩の楽しみ方」

　　 屋上 天体観測室会場 ◆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。

参加無料 当日受付

定員：１9：３０～／３０人、20：3０～／３０人（状況により変更があります） 太陽の観察
5月29日㈯
10:00～11:00

入場無料 事前申込

　２月に開催された「発明・アイデア作品展」は当館の発明チャレ
ンジワークショップ会員の作品や一般公募の作品が数多く寄せられ、
審査の結果、受賞者が決定いたしました。展示会には上田地域の他、
遠方からも大勢の来場者があり、大好評の作品展となりました。 作品展の様子

発明・アイデア作品展

発明チャレンジワークショップ年間参加者募集！！

のびのびキッズ年間参加者募集！！

アイデアくふう作品の作り方を学ぶ他、工作などを行いながら、発明と物づくり
のおもしろさ、楽しさを体験し、２月の作品展に出品します。

手づくり工作や蝶の観察などを行いながら、
科学と自然のおもしろさ、楽しさを体験します。

活動日時▶令和3年5月～令和4年1月まで年9回（毎月1回土曜日13:30～15:30）
※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　定員▶12人（先着順）　受付▶4月24日㈯10：00から受
付開始。上田創造館受付窓口（９：００～１７：００）または電話で申込み。

活動日時▶令和3年5月～12月までの年8回
（毎月1回第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）の年長とその保護者　定員▶12人（先着順）　年会費▶３，０００円（保険代・通信費・材料費等）
受付▶4月17日㈯10：00から受付開始。上田創造館受付窓口（９：００～１７：００）または電話で申込み。

昨年の様子

参加無料

昨年の様子

参加無料 事前申込
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上田地域のごみ問題を考える
119こちら消防本部
上田創造館だより
イベント歳時記／スポレク春の部

　たくさんの家族連れなどで賑わう東御中央公園には、１周５２０ｍのジョギングコースに
囲まれた広大な芝生広場や大型遊具があります。
　ハーブ園や小川が流れる散歩道などもあり、太陽があふれる中でお弁当やお散歩など、
「３密」を避けてピクニックを楽しんではいかがでしょうか。

　たくさんの家族連れなどで賑わう東御中央公園には、１周５２０ｍのジョギングコースに
囲まれた広大な芝生広場や大型遊具があります。
　ハーブ園や小川が流れる散歩道などもあり、太陽があふれる中でお弁当やお散歩など、
「３密」を避けてピクニックを楽しんではいかがでしょうか。

ろ ま ん

２０２０年３月、園内芝生広場の西側に東御市特産の「ぶどう」をモチーフ
とした大型複合遊具や幼児用複合遊具が新たに設置されました。幅広い
年齢層の子どもたちが楽しんでいます。

問い合わせ先：
東御市スポーツ協会
☎0268-62-2200

浅間サンライン

東御市民病院

東御市役所
東御市文化会館

東部中学校
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文

3月11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。

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！

信州ルネッサンス2021

春のばらまつり

新緑の和田宿ステーション祭り

狐塚ほたるの里

湯の丸高原つつじ祭り

信州国際音楽村 ラベンダー祭り

上田市：信州国際音楽村

上田市：信州国際音楽村

長和町：和田宿ステーション

上田市：塩川 狐塚沢

東御市：湯の丸高原

上田市：信州国際音楽村

4月

5日㈬

9日㈰

9日㈰

下旬～
6月上旬

上田市：上田城跡公園（予定）

坂城町：びんぐしの里公園

東御市：東御中央公園

坂城町：さかき千曲川バラ公園

第50回うえだこどもまつり

子どもフェスティバル in びんぐし

第17回子どもフェスティバル

第16回ばら祭り

5月

3月6日㈯～
令和4年1月31日㈪

3月下旬～
中旬

3月27日㈯～
5月16日㈰

3月27日㈯～
7月4日㈰

3月30日㈫～
7月18日㈰

1日㈭～
11日㈰

1日㈭

中旬

中旬～
5月上旬

17日㈯

17日㈯～
7月25日㈰

20日㈫

青木村：五島慶太未来創造館

上田市：信州国際音楽村

上田市：上田市立美術館

上田市：上田市立美術館

坂城町：鉄の展示館

上田市：上田城跡公園

上田市：上田市街

上田市：平井 宮沢地区 御屋敷平

上田市：上丸子依田川　丸子橋上流

青木村：村営横手キャンプ場

青木村：信州昆虫資料館

上田市・長和町：八島湿原～美ヶ原高原

渋沢栄一と五島慶太展

信州国際音楽村 すいせんまつり2021

春景展

コレクション展Ⅰ

渋沢栄一の頃の日本刀

第18回上田城千本桜まつり

東京2020 オリンピック聖火リレー

独鈷山千本桜まつり　

依田川鯉のぼり

村営横手キャンプ場オープン

多様性の星 地球甲虫（Beetles）展

ビーナスライン開通
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上旬

上旬

上旬

中旬

中旬

下旬～
7月上旬

6月

7月
16日㈮～
9月26日㈰ 

16日㈮～
9月26日㈰

上旬

中旬

上田市：上田市立美術館

上田市：上田市立美術館

上田市：中心市街地

上田市：霊泉寺温泉

ヒグチユウコ展CIRCUS

コレクション展Ⅱ

信州上田祇園祭

ワイルドフィットネスチャレンジ MAD & MUDDY

下旬

下旬 

下旬 

21日㈬

上田市：霊泉寺温泉～独鈷山

東御市：日吉神社境内

長和町：姫木平ホワイトバーチキャンプ場

青木村：大法寺

ガイドと行く！信州百名山独鈷山ネイチャートレッキング

祢津東町歌舞伎公演

姫木平ホワイトバーチキャンプ場（新規オープン）

大法寺大般若会

日　　時

申 込 先

令和3年5月16日㈰
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　芝生広場
申込期間 4月12日㈪～5月10日㈪

東御市　文化・スポーツ振興課　スポーツ係
☎0268-75-1455　FAX：0268-63-5431
※その他詳細についてはお問い合わせください。
　（電話によるお問い合わせ ： 平日午前 9 時から午後 5 時まで）

スポーツレクリエーション祭2021 ふるさと基金運用益活用事業

ふれあいウォーク ｉｎ 東御参加者募集

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

らいでんコース（約7km）

夏の部 7月17日㈯
秋の部 9月 上旬
冬の部 12月19日㈰

スポレク祭
今後の予定

参加される方へ…あらかじめ自宅等で検温を行い、体調不良の方は参加をご遠慮ください。マスクの持参や手指の消毒等の感染防止対策にご協力ください。
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