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上田市　東御市　青木村　長和町　坂城町 上田地域広域連合
シンボルマーク

星くそ館へ来館を希望される方は、麓にある黒耀石体験ミュー
ジアムで受付をしてからお越しください。(※1)黒耀石体験ミュー
ジアムでは、石器づくりや勾玉づくりなど、小さなお子様から大
人の方までが楽しめる19種類(※2)の体験メニューがあり、縄文
時代の知恵を楽しく学ぶことができます。

▼黒耀石体験ミュージアム ▲星くそ館
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　７月２０日に開館した「星くそ館」は、縄文時代の黒耀石鉱山の地下の様子を公開する施設です。
　縄文人が幾度も山の斜面を掘り返し、土砂を積み上げてできた、高さ５mに及ぶ迫力のある地層展
示は、国内外でも希少な展示となります。 

うえだ地域浪漫紀行～「星くそ館で縄文時代にタイムスリップ！」
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上田広域ミニ情報

　広域連合は、消防やごみ焼却施設の設置・運営などの、様々な広域的
ニーズに柔軟かつ効率的に対応するため設立されており、上田地域広域
連合は、平成10年4月に当時の9市町村※により発足しました。
※9市町村…上田市、丸子町、長門町、東部町、真田町、武石村、和田村、青木村、坂城町

坂城町

上田市 東御市

長和町

青木村

▲上田地域広域連合
　シンボルマーク

▲現在の上田地域広域連合

上田地域広域連合について

　シンボルマークの周りの9個の丸は、上田地域広域連合を組織する「設立当
初の9市町村」を示し、雨の少ない「晴天の輝き」を表現しています。中にある
3つの三角形は、山をイメージして「豊かな自然環境」を表し、楕円形は、温泉
などの観光資源を表しています。

上田地域広域連合のシンボルマーク

(※1) 9月6日現在大雨による土砂崩れの影響を受け、黒耀石体験ミュージアムから星くそ館までの道が通行止めとなっております。星くそ館にお越しの際は、まず黒耀石体験ミュージアムにお電話にてお問い合わせ
ください。なお、黒耀石体験ミュージアムから星くそ館までは、森の中の遊歩道を徒歩で30分ほどの軽い登山となります。 (※2）新型コロナウイルスの感染拡大防止の為、9月6日現在体験できるのは１種類のみです。

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
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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

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！

9月6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。

10月
6日㈯・
7日㈰ 上田市：上田城跡公園

2021「第15回上田城紅葉まつり」

9日㈫～
14日㈰

13日㈯・
14日㈰

23日㈫～
2月6日㈰

27日㈯・
28日㈰

下旬

上田市：武石観光センター

上田市：上田映劇、海野町会館

坂城町：鉄の展示館

上田市：犀の角

東御市：湯の丸スキー場

武石新そばＷｅｅｋ

第25回うえだ城下町映画祭 本祭

高倉健さん生誕90年記念展

第25回うえだ城下町映画祭
自主制作映画コンテスト上映会

湯の丸スキー場オープン

11月11月
9月4日㈯～
11月21日㈰

1日㈮～
12月27日㈪

坂城町：鉄の展示館

9日㈯～
11月14日㈰

9日㈯～
12月19日㈰

9日㈯～
12月26日㈰

上田市：上田市立美術館

上田市：上田市立美術館

上田市：上田市立博物館

天華百剣と名刀写し展in坂城

上田市：鹿教湯温泉

2021 かけゆ
しあわせ探しＱＲコードラリー（仮）

第8回山本鼎版画大賞展

山本鼎版画大賞展  受賞作品展

日本遺産パネル展

ブランシュたかやまスキーリゾートオープン（予定）

武石番所ケ原スキー場オープン（予定）

コレクション展Ⅲ 版表現の魅力 vol.2

鹿教湯温泉 氷灯ろう夢祈願

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

上田市：上田市立美術館

上田市：温泉街から五台橋文殊堂周辺

11日㈯

18日㈯

25日㈯～
3月21日㈪

28日㈫～
1月31日㈪

12月

元旦マラソンウォーキング

新春書初め大会

東御市：田中公民館スタート 

東御市：中央公民館 

1日㈯

上旬

1月1月
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　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、令和2年度に救急車で
救急搬送された人は 8,036 人で、前年度より減少（1,116 人・12.2％の減）したものの直近では平成 22 年度の
8,005 人に近い人数となりました。大きく減少した理由として、新型コロナウイルス感染症禍により、住民の社会活
動自粛の影響が考えられます。令和2年度の 8,036 人のうち、圏域内の医療機関へ搬送された人は7,106人（全体
の 88.4％）で、残りの930人は圏域外の医療機関へ搬送し、圏域外搬送比率は 11.6％となっています。
　この内訳を平成22年度当時（下記棒グラフ参照）と比較すると、 当時17％であった圏域外搬送比率は減少し、
また「信州上田医療センター」の搬送受入割合も 23.3％から大きく増加するなど、第二次救急医療を担う 10 の医
療機関「病院群輪番制病院※」と後方支援病院である「信州上田医療センター」の連携により、圏域内での救急搬
送受け入れ割合、人数とも着実に増えてきたことがわかります。
　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、圏域内の各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。

　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。

　圏域の救急医療体制は第一次から第三次まで 3 つの区分があります。休日、夜間の受診につきましても、症状に
応じて、かかりつけ医や休日救急医にて対応するという役割分担がされています。

 自力で受診可能な比較的軽症の場合は
 ➡ 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 >）
 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）

問い合わせ先：介護障がい審査課 ☎0268-43 -8813

区　分 患者の症状（程度）
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）

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）

第二次救急

第三次救急

対応する医療機関
かかりつけ医、休日救急医

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「佐久医療センター」

救急搬送収容人員と圏域外搬送比率の推移
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6,646

1,359
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1,244
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1,157
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14.2
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33.4 35.1

1,207
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12.9 12.8 13.0

30年度

8,479

1,185

34.5

12.3

元年度

8,050

1,102

35.6

12.0

■圏域内合計　　■圏域外合計　　　　信州上田医療センター搬送受入割合　　　　圏域外への搬送割合
2年度

7,106

930

37.6

11.6

8,005 8,328 8,282
8,672 8,691 8,972

9,480 9,241
9,664

9,152
8,036

救急医療の仕組み ： 症状にあわせて、第一次から第三次まで、3つの区分があります。

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。

※＜上田地域の病院群輪番制病院＞■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

上小医療圏域の救急医療の状況
～救急搬送実績の傾向と救急医療の仕組みをお知らせします～50No.連載

資源循環型施設建設に関する環境影響評価を進めています。

　上田地域広域連合では、清浄園用地を建設候補地とした資源循環型施設整備事業を、環境により配慮した事業
としていくために、昨年１１月から環境影響評価を進めています。一番目の配慮書の手続きの中で圏域の皆様に環
境保全の見地から意見を求めたところ、４件のご意見をいただきました。また、学識経験者で構成される長野県
環境影響評価技術委員会においてもご意見をいただきました。いただいたご意見は、方法書以降の手続きに活か
してまいります。（意見及び意見に対する上田地域広域連合の見解は、県及び広域連合ホームページよりご覧いた
だけます。）

　配慮書の手続きと同様に方法書の手続きにおいても、住民説明会や公告・縦覧を実施いたします。
　環境保全に配慮した施設整備が実現できるよう引き続き努めてまいりますので、皆様のご意見をお寄せください。

各調査項目に対して、どのように
調査・予測・評価を行っていく
のか検討します。

　配慮書の次の段階である方法書の手続きでは、どのような項目をどのような方法で調査、予測、評価していく
のかを定めます。その後は、方法書で定めた内容に基づき準備書の手続き（現地調査等）を進めていきます。

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は、広域連合ホームページでも公開しています。

方法書の手続きについて

想定される調査項目

配慮書 方法書 準備書 評価書

早期段階で事業に関する
場所や規模等の複数案を
設定して環境影響を比較
整理した結果を公表し、
環境保全の見地からの意
見を聞く手続きです。

大気汚染や動植物や景観
等の調査項目、現地調査
を行う場所や回数の他、
予測や評価の方法等を公
表して意見を求め、必要
に応じて見直しを行い、
適切な方法を選定する手
続きです。

現地調査を行い、その結
果を基に事業が環境に与
える影響を予測し、環境
保全措置が適切か評価を
行い、その内容について
意見を聞く手続きです。

寄せられた意見を踏まえ
て準備書の内容を検討し、
必要な修正を行う手続き
です。

環境影響評価の一連の流れ（4年程度）今ココです

●調査方法
　（場所・時期・回数）

●予測方法

●評価方法

●大気質　　●騒音　●振動　

●低周波音　●悪臭　●水質

●土壌汚染　●植物　●動物

●景観　　　●温室効果ガス

●その他の環境要素（日照阻害）
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119こちら消防本部 冷蔵庫などの目立つところに貼ってご活用ください

●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

　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、次ページの【住宅防火チェックシート】で家や身の回
りを点検してみましょう。

　当消防本部からは、７月１２日から７月２０日までの９日間、救助隊１隊、後方支援隊１隊が出動し、延べ３２人が
午前６時から日暮れ近くまで、三又やスコップ、金バケツを使用し、手掘りで土砂を排除しながら、人命検索活動
を実施しました。

住宅用火災警報器の設置・点検をしましょう。

火災・救急・救助等出動要請は ☎119（局番なし）

「おうち時間　家族で点検　火の始末」「おうち時間　家族で点検　火の始末」
令和3年度　全国統一防火標語

「三滅を　たき火 コンロに　電気火災」「三滅を　たき火 コンロに　電気火災」
令和3年度　上田地域広域連合消防本部防火標語　　依田窪南部中学校　　舟木　梨乃さんの作品

11月９日（火）～
11月１５日（月）

項　　目 チェックポイント

たばこ
□吸う　
□吸わない

（吸わない場合は
　　　　　　次項目へ）

コンロ
□ガス 
□ IH

（ＩＨの場合は次項目へ）

ストーブ
□石油 □電気
□ガス □薪等

電気器具類

仏　壇

その他

確認項目

いいえ 未確認はい

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ものが置いてある

③ 床や布団に焦げ跡がある　（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

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

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

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

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

⑯ ローソク・線香立て周辺に燃えやすいものが置いてある

⑰ 家の周りや室内に物が乱雑に置いてある

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

  「いいえ」の場合　住宅用火災警報器を点検していない

※「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。

点検日　　　　　年　　　　月　　　　日

住宅防火チェックシート

住宅の防火点検□をしましょう

ふなき り の

住宅防火チェックシートを活用して、自主的に点検してください。
※「はい」の項目が多い場合は、火の取扱いに気を付けましょう。
※「未確認」の場合は、必ず確認しましょう。

熱海市土石流災害に緊急消防援助隊が出動
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●上田創造館
●清浄園
●上田クリーンセンター
●丸子クリーンセンター
●東部クリーンセンター
●大星斎場
●依田窪斎場

12月29日㈬～1月3日㈪
12月29日㈬～1月3日㈪
12月31日㈮～1月3日㈪※29日㈬・30日㈭臨時営業

12月31日㈮～1月3日㈪※29日㈬・30日㈭臨時営業

12月30日㈭～1月3日㈪※29日㈬臨時営業

12月31日㈮ 14時～1月2日㈰
12月31日㈮ 14時～1月2日㈰

☎0268-23-1111
☎0268-22-2339
☎0268-22-0666
☎0268-43-2131
☎0268-63-6814
☎0268-22-0983
☎0268-42-4851

施設名 休館・休業日
広
域
連
合
の
施
設

図
　
　書
　
　館

●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
●上田市武石公民館図書室
●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

☎0268-22-0880
☎0268-27-1758
☎0268-29-0210
☎0268-42-2414
☎0268-72-8080
☎0268-85-2030
☎0268-64-5886
☎0268-49-0071
☎0268-68-4400
☎0268-82-3371

施設名

12月27日㈪ ～ 1月4日㈫
12月27日㈪ ～ 1月4日㈫
12月28日㈫ ～ 1月4日㈫
12月27日㈪ ～ 1月4日㈫
12月27日㈪ ～ 1月4日㈫
12月28日㈫ ～ 1月3日㈪
12月27日㈪ ～ 1月4日㈫
12月29日㈬ ～ 1月4日㈫
12月28日㈫ ～ 1月4日㈫
12月29日㈬ ～ 1月3日㈪

休館・休業日

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、11月12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： 和田宿ステーション

問題 広報7月号の答えは、①太い血管②環境影響
③プールでした。応募総数228通の中から、10
人の方に、長和町「特産品詰め合わせセット」
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、「青木村
の特産品」をお送りする予定です。

＜特産品の紹介＞中山道和田宿の名を冠した、黒耀味
噌と本漬野沢菜。長和町の奨励品、アカシアハチミツ。
限定販売品・リンゴバタースプレッド。長和町の人気商
品を取り揃えてお届けいたします。（提供先：和田宿ス
テーション ☎0268-88-0008）

（広報紙をよく読んでね！ 〇には1文字・数字が入ります）

⒈ 上小医療圏域において、令和 2 年度に救急車
で救急搬送された人は「〇〇〇〇人」です。

⒉ 令和 3 年度の全国統一防火標語は「おうち時
間　家族で点検　〇〇〇〇」です。

⒊ 2021年は史上初有人宇宙飛行60周年を迎え
る記念の年。「〇〇〇〇〇　星への道」上田創
造館で開催します！

【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。

問い合わせ先：総務課 ☎0268-43-8811

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２２日㈮から２６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、傍聴することができますので、お気軽にお
出かけください。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：清浄園　☎0268-２２-２３３９

1. 予約方法

　「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
ています。樹木・花・野菜等にご利用ください。

記入例を参考に予約してください。（必ず往復はがきをお使いください）
　【受付期間】 令和 3 年１０月 1 日（金）から令和 3 年１１月２２日（月）まで（当日消印有効）
　【配 布 数】 約 2,500 袋を用意する予定です。
　【配 布 額】 1 袋当たり袋代として５０円（1 袋１８kg：「サラ・さらさ」は無料）
　【注意事項】 申込は 1 世帯 1 通まで（2 世帯住宅など、同一住所の場合は 1 世帯とみなします）

〈記入例〉

2. 配布日

令和 4 年 1 月以降を予定しています。（配布日等は１２月以降に返信用でお知らせする予定です。）

※何も記入しないでください。

63円
切 手

往信 上田市常磐城２３２０番地
清浄園　行き

3 8 6 0 0 2 7

63円
切 手 ご自分の郵便番号

上田市△△△○○○番地
ご自分のお名前　様

返信

「サラ・さらさ」（焼成肥料）の配布について
　ご好評をいただいている「サラ・さらさ」（焼成肥料）
の配布方法は今年も予約制です。
　申し込み方法などの詳細は以下のとおりです。

① 郵便番号
② 住所
③ お名前
④ ご自分の電話番号（昼間、連絡の

とれる電話番号としてください）
⑤ 希望数（希望する数を記入してく

ださい。1 世帯 4 袋までが目安で
す。）

各施設の年末年始の休館・休業をお知らせします

広報7月号の当選者にお送りしたプレゼント

ご自分の住所と
お名前を記入してください

往信面おもて（清浄園に残る） 返信面うら（ご自分へ戻る）

返信面おもて（ご自分へ戻る） 往信面うら（清浄園に残る）
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企 画 展

 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10月～12月

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。年末年始休館日／12月29日㈬～1月3日㈪

料金：一般 260 円／高校・大学生 210 円／小・中学生 110 円（２０名以上団体割引有）
※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）

投映日時 ： 金曜日・土曜日 18:30 ～、祝日 13:30～／15:00～
投映番組 ： 13:30～／ 18:30～　★季節の星座解説　★忍たま乱太郎
  15:00～　★季節の星座解説　★カラフル太陽ツアー

秋の企画展
巡回展

星 空 解 説 星空観望会

★星空と音楽のコラボレーション企画

©尼子騒兵衛/NHK・NEP

©ロシア通信社

キーボード生演奏と
星空の世界をお楽しみください。

イベント

参加者募集 事前申込

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。

マジカルクッキング

電話申込：１１月２４日㈬まで

入場無料

～史上初有人宇宙飛行60周年記念～
「ガガーリン 星への道」

「宇宙ウォータードームペン作り」10月・11月

投映日時 ： 土曜日 13:30～／15:00～、日曜日・祝日 11:00～／13:30～／15:00～
投映番組 ： 11:00～　★季節の星座解説　★ミラクルプラネット
  13:30～　★季節の星座解説　★カラフル太陽ツアー
  15:00～　★季節の星座解説　★忍たま乱太郎

12月

参加無料 当日受付

参加無料
当日受付

参加無料
当日受付

イベントへのお申込みについて
※電話でのお申込み開始時間は午前9時からとなります。
※各種イベントへのお申込受付は、定員になり次第、締切りとさせていただきます。（先着順）
※事前申込のイベントにつきましては、当日参加はできませんのでご了承願います。

　7月３１日から８月２９日の期間、（独）国立科学博物館等にご協力い
ただき夏の企画展を開催しました。
　会場には国内の生物多様性や上田地域の希少生物をパネル等で
紹介した他、動物の剥製も展示され、子どもから大人の方まで“生
物”について考える良い機会となりました。企画展の様子

トピックス

週末の理科室／参加者募集 事前申込

ポリ袋で凧を作り、
長池公園で凧あげをします。
時間：9:30 ～ 11:30
電話申込：１２月１５日㈬まで

参加無料

定員：各 12 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

会場：4F 科学実験室

12/18土
グニャグニャ
凧を作ろう

電波についての説明・実験と、
AMFMラジオの製作をします。
時間 ： 10:00～12:00
会場 ： 1F 文化ホール
定員 ： ８組（１６名）※児童・保護者の２名１組で

の申込みとなります
対象 ： 上田地域（上田市・東御市・青木村・長和町）

の小学生（４年生～６年生）とその保護者
講師 ： 長野県電波適正利用推進員協議会、
  日本無線株式会社
後援 ： 信越総合通信局
電話申込：１０月２７日㈬まで

会場 ： 屋上 天体観測室
定員 ： 17:30～ 30 名
  18:30～ 30 名

（状況により変更があります）
受付 ： 当日4F にて（直接会

場へお越しください）
※雨天・曇天の場合、プラネタリ

ウム室で星空解説をします。

時間： 13:30～15:30
会場： 4F 科学実験室
定員： １０名
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
参加費：300 円（材料費・保険代等）

史上初の有人宇宙飛行を行ったガガーリンの生涯を
写真、映像とともに紹介します。

10/30土
AMFMラジオを作ろう

いろいろな不思議を気軽に体験。
時間：13:30 ～ 15:00
会場：1F エントランスホール

時間：19:00 ～（開場 18:30）
会場：4F プラネタリウム室
定員：50 名（全席自由席）
チケット：1 人 1,000 円
出演者：チナ・カフェ
受付開始日：11月4日㈭ 9:00～
※お電話による完全予約制（当日支払）

11/13土・12/11土・

おもしろ・
ふしぎ体験広場

12/3金 ふっくらサクサクのカルメ焼きを
作ります。
時間：9:30 ～ 11:30
電話申込：１１月２２日㈪～

令和4年 1/22土
カルメ焼きを
作ろう

モータを使って
動く車を作ります。
時間：9:30 ～ 11:30
電話申込：１２月２６日㈰～

令和4年 2/26土
モーターで車を作って
走らせよう

10/23土～11/28日

展  示

昨年の様子

参加無料 当日受付

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。
会場：1F エントラン

スホール

12/20月～
令和4年 1/9日
凧展

11/27土「ふわっもちっマフィンを作ろう！」
～おとうふのへんしん～　

電話申込：１１月１５日㈪～

令和4年
01/15土

「バレンタインデーのおやつを作ろう！」
～チョコレートのへんしん～　

ファミリー電波教室

参加無料

◆詳細は後日発表！

秋の星空のお話
「宵の明星（金星）と部分月食」

11/6土 10:00～11:00
「星空観望会」
と連携企画

⬆「秋の星空のお話」と連携企画

冬の星空の動き
「木星の周りに回っている衛星の発見」

太陽の観察

12/4土 10:00～11:00

冬の星座と神話
「おうし座」が生まれた訳

令和4年 1/8土

秋の星空で「系外銀河」を見てみよう
11/6土 17:30～20:00

冬の星空と月のクレーターを見てみよう
12/11土 17:30～20:00

11/20土

会場：4F プラネタリウム室　　定員：60 名（状況により変更があります）
受付：当日 4F にて（直接会場へお越しください）

10月・11月のプラネタリウム投映日時は、新型コロナワクチン
接種会場に伴う駐車場の混雑緩和のため変更になりました。

時間： 10:00～15:30
会場：2F 美術館

企画・製作：ロシア連邦文化科学協力庁
後援：在日ロシア連邦大使館

写真提供：ロシア通信社
協力：全国科学館連携協議会

入場
無料

星空コンサート in 上田創造館

昭和歌謡コンサート

おもちゃ病院も同時開院！

太陽の黒点やプロミ
ネンスを観察します。
時間：10:00 ～ 11:00
会場：屋上 天体観測室
定員：20 名

夏の企画展「日本の生物多様性とその保全」（巡回展）

9:00～17:00

ワークショップ

10:00
～11:00

令和4年
1/8土
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上田市　東御市　青木村　長和町　坂城町 上田地域広域連合
シンボルマーク

星くそ館へ来館を希望される方は、麓にある黒耀石体験ミュー
ジアムで受付をしてからお越しください。(※1)黒耀石体験ミュー
ジアムでは、石器づくりや勾玉づくりなど、小さなお子様から大
人の方までが楽しめる19種類(※2)の体験メニューがあり、縄文
時代の知恵を楽しく学ぶことができます。

▼黒耀石体験ミュージアム ▲星くそ館

目 

次

問い合わせ先：黒耀石体験ミュージアム　☎0268-41-8050

2
3
4
6

上田地域のごみ問題を考える
救急搬送の状況等
119こちら消防本部
年末年始休館休業のお知らせ／特産品プレゼント

7
8
10

サラ・さらさ配布のお知らせ／広域連合議会のお知らせ
上田創造館だより
イベント歳時記／上田広域ミニ情報

　７月２０日に開館した「星くそ館」は、縄文時代の黒耀石鉱山の地下の様子を公開する施設です。
　縄文人が幾度も山の斜面を掘り返し、土砂を積み上げてできた、高さ５mに及ぶ迫力のある地層展
示は、国内外でも希少な展示となります。 

うえだ地域浪漫紀行～「星くそ館で縄文時代にタイムスリップ！」
ろ ま ん

新和田トンネル

至茅野・
白樺湖

至佐久・上田

料金所
至
下
諏
訪
・
岡
谷

152

142

ブランシュたかやま
スキーリゾート

大和橋黒耀の水

黒耀石体験ミュージアム

原始・古代
ロマン体験館

星くそ館

上田広域ミニ情報

　広域連合は、消防やごみ焼却施設の設置・運営などの、様々な広域的
ニーズに柔軟かつ効率的に対応するため設立されており、上田地域広域
連合は、平成10年4月に当時の9市町村※により発足しました。
※9市町村…上田市、丸子町、長門町、東部町、真田町、武石村、和田村、青木村、坂城町

坂城町

上田市 東御市

長和町

青木村

▲上田地域広域連合
　シンボルマーク

▲現在の上田地域広域連合

上田地域広域連合について

　シンボルマークの周りの9個の丸は、上田地域広域連合を組織する「設立当
初の9市町村」を示し、雨の少ない「晴天の輝き」を表現しています。中にある
3つの三角形は、山をイメージして「豊かな自然環境」を表し、楕円形は、温泉
などの観光資源を表しています。

上田地域広域連合のシンボルマーク

(※1) 9月6日現在大雨による土砂崩れの影響を受け、黒耀石体験ミュージアムから星くそ館までの道が通行止めとなっております。星くそ館にお越しの際は、まず黒耀石体験ミュージアムにお電話にてお問い合わせ
ください。なお、黒耀石体験ミュージアムから星くそ館までは、森の中の遊歩道を徒歩で30分ほどの軽い登山となります。 (※2）新型コロナウイルスの感染拡大防止の為、9月6日現在体験できるのは１種類のみです。

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！

9月6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。

10月
6日㈯・
7日㈰ 上田市：上田城跡公園

2021「第15回上田城紅葉まつり」

9日㈫～
14日㈰

13日㈯・
14日㈰

23日㈫～
2月6日㈰

27日㈯・
28日㈰

下旬

上田市：武石観光センター

上田市：上田映劇、海野町会館

坂城町：鉄の展示館

上田市：犀の角

東御市：湯の丸スキー場

武石新そばＷｅｅｋ

第25回うえだ城下町映画祭 本祭

高倉健さん生誕90年記念展

第25回うえだ城下町映画祭
自主制作映画コンテスト上映会

湯の丸スキー場オープン

11月11月
9月4日㈯～
11月21日㈰

1日㈮～
12月27日㈪

坂城町：鉄の展示館

9日㈯～
11月14日㈰

9日㈯～
12月19日㈰

9日㈯～
12月26日㈰

上田市：上田市立美術館

上田市：上田市立美術館

上田市：上田市立博物館

天華百剣と名刀写し展in坂城

上田市：鹿教湯温泉

2021 かけゆ
しあわせ探しＱＲコードラリー（仮）

第8回山本鼎版画大賞展

山本鼎版画大賞展  受賞作品展

日本遺産パネル展

ブランシュたかやまスキーリゾートオープン（予定）

武石番所ケ原スキー場オープン（予定）

コレクション展Ⅲ 版表現の魅力 vol.2

鹿教湯温泉 氷灯ろう夢祈願

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

上田市：上田市立美術館

上田市：温泉街から五台橋文殊堂周辺

11日㈯

18日㈯

25日㈯～
3月21日㈪

28日㈫～
1月31日㈪

12月

元旦マラソンウォーキング

新春書初め大会

東御市：田中公民館スタート 

東御市：中央公民館 

1日㈯

上旬

1月1月
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