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うえだ地域浪漫紀行～
「国宝 大法寺三重塔」
ろ

ま ん

大法寺は正慶２年（１３３３年）
、鎌倉から南北朝時代へ移る時期に建設されました。昭和
２８年に国宝に指定され「見返りの塔」として、現在でも人々を魅了し続けています。高台に
あり周囲の自然と調和した素朴ながらも美しい佇まいが印象的です。
「国宝 大法寺三重塔」拝観料 / 大人…300 円

小中学生…100 円
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バス停

至上田

☎0268-49-0111

▲青木村郷土美術館の喫茶室にて提供の
▲青木村で生産された
抹茶はお菓子付きで350円
「えごま」
などを使用したジェラート
国宝大法寺三重塔のほとりにある
「青木村郷土美術館」
では、郷土にゆか
りのある作家の作品を収集・公開しています。
また別館に喫茶室があり、
コーヒーや抹茶などを楽しむこともできます。窓越しに三重塔を眺めながら、
ゆっくりとカフェタイムを過ごすのもいいですね。
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創造館来年度の募集案内／ふるさとプレゼント
上田創造館だより
イベント歳時記／ソフトクリーム巡りスタンプラリー

令和2年度

上田地域広域連合議会10月定例会

議会報告

主な収入（注：主な項目掲載のため、円グラフと一致しない場合があります）
諸収入（2.8％）
1億3,609万6千円

令和 3 年１０月上田地域広域連合議会定例会は、上田市丸子地域自治センター4階議場において、１０月２２日から１０
月２６日まで 3 日間の会期で開催されました。
今定例会では、上田地域広域連合の令和２年度決算の認定に関する議案 4 件が提出され、すべて認定されました。
（詳
しくは 3 ページをご覧ください。）

広域連合議会 2 月定例会が、令和 4 年 2 月２８日（月）から 3 月 2 日（水）までの 3 日間の日程で、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、傍聴できますので、お気軽にお出かけください。

願

・

陳

情

に

つ

い

●地方交付税配分金（消防設備、
クリーンセンター建設等に伴う
起債償還に対して交付税措置
されたもの）など

て

広域連合議会 2 月定例会で審査を希望される請願・陳情については、次のとおり受け付けています。
提出期限 令和 4 年 2 月 2 日（水）正午まで
提出先
上田地域広域連合議会事務局
（上田市丸子地域自治センター４階 上田地域広域連合事務局総務課内）
詳しくはお問い合わせください。
問い合わせ先：総務課 ☎0268-43-8811

当面の斎場利用について、長野県新型コロナウイルス感染症・感染警戒レベルによる上田圏域の感染
警戒レベルに応じた入場者数などを設定しましたので、マスクの着用や手指消毒など感染予防にご協力を
お願いします。

※ソーシャルディスタンスにご協力（入場者数の厳守）をお願いします。

レベル ３ ～

大星斎場

１４人以下

１０人以下

依田窪斎場

１５人以下

１４人以下

備

考

乳幼児以外は
１人と数える

② 霊きゅう車への乗車は、上田圏域の感染警戒レベル長野県新型コロナウイルス感染症・感染警戒レベルによ
りご遠慮をお願いする場合があります。
上田圏域の感染警戒レベル

レベル １ ～ ２

レベル ３ ～

大星斎場・依田窪斎場

１ 名乗車（マスク着用）

御遺体搬送のみ

③ 長野県から発表される「新型コロナウイルス警報」等の最新情報をご確認いただき、
県外の利用者については、
お住まいの都道府県の要請に従ってください。
④ 体調が優れない方は、来場をお控えください。なお、本人は元気でも同居の方に風邪の症状がある方につい
ても同様にお願いします。※入場者の体調確認をお願いします。サーモカメラによる検温にご協力をお願いします。
問い合わせ先： 大星斎場
☎0268-22-0983
依田窪斎場 ☎0268-42-4851

上田地域広域連合 清浄園
☎0268-22-2339
上田地域広域連合 丸子クリーンセンター ☎0268-43-2131
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●土地等貸付料
●基金運用収入

国庫支出金（0.03％）
152万1千円

繰入金（3.0％）
1億4,606万円

県支出金（0.003％）
14万3千円

歳 入

繰越金（5.1％）
2億4,707万9千円

48億6,779万
3千円

●前年度繰越金

使用料及び手数料（6.8％）
3億3,020万6千円

分担金及び負担金（80.3％）
39億943万9千円
●上田市負担金

28億3,647万2千円

●東御市負担金

7億1,335万2千円

●青木村負担金

●上田創造館使用料
●斎場使用料（大星斎場・依田窪斎場）
●し尿投入手数料（清浄園）
●焼却手数料（クリーンセンター）
●消防手数料 など

1億1,881万8千円

●長和町負担金

2億1,436万8千円

●坂城町負担金

ふるさと基金特別会計（1.8％）
8,318万3千円

一般会計（43.4％）
19億9,740万8千円

●地域の医療機能の維持等に対する支援
に関する事業（信州上田医療センター
医師確保事業、看護師修学資金支援事
業、医師研究資金貸与事業、病院群輪番
制病院等救急搬送収容事業、病院群
輪番制病院後方支援事業）

① 入場者は、次の少人数でお願いします。両斎場とも入れ替わりの入場はお断りします。
レベル １ ～ ２

●消防施設整備事業債

財産収入（0.1％）
434万9千円

348万3千円

主な支出（注：主な項目掲載のため、円グラフと一致しない場合があります）

「大星斎場」
・
「依田窪斎場」における入場者について

上田圏域の感染警戒レベル

連合債（1.9％）
9,280万円

決算状況

●ふるさと基金繰入金
●老人福祉基金繰入金

広域連合議会を傍聴してみませんか

請

上田地域広域連合

介護保険特別会計（4.2％）
1億9,457万8千円

●要介護認定調査・審査会経費 など

●上田クリーンセンター費
（計装システム設備修繕 など ）

6億648万1千円

●丸子クリーンセンター費
（焼却設備修繕 など）

歳 出
46億21万
8千円

消防特別会計（50.6％）
23億2,504万9千円

●消防本部人員搬送車購入
●東北消防署ポンプ車購入
●依田窪南部消防署救急自動車購入 など

クリーンセンター費（25.6％）
11億7,803万7千円

3億532万4千円

●東部クリーンセンター費
（焼却設備修繕 など）

2億6,623万2千円

清浄園費（5.3％）
2億4,155万1千円

●焼却設備修繕 など

特別会計（56.6％）
26億281万円

議会・総務管理・選挙管理委員会・監査委員・
社会福祉・老人福祉・保健衛生・清掃費（7.7％）
3億5,603万4千円
●図書館情報ネットワーク事業
●障がい者介護給付費等審査会経費
●病院群輪番制病院運営事業 など

創造館費（2.3％）
1億713万2千円
●指定管理料 など

大星斎場費（1.5％）
7,126万円

●指定管理料、火葬炉設備修繕 など

依田窪斎場費（0.9％）
4,339万2千円

※歳入・歳出ともに表示単位を四捨五入してあります。端数処理のため合計額は一致しないことがあります。
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●指定管理料、火葬炉設備修繕 など

上田地域広域連合人事行政の運営等の状況について
「人事行政の運営等の状況の公表に関する条例」に基づき、職員の任用、給与、服務等について、令和 2 年度の概要
をお知らせします。
❷ 職員数の状況（各年度4 月1日現在）
区

分

斎場・清浄園・クリーンセンター

事務局

消

防

合

計

令和 3 年度
採用者数

令和 2 年度
退職者数

5人

3人

令和 3 年度

24人

14人

205人

243人

令和 2 年度

24人

15人

203人

242人

2職員の給与の状況

増 減 数

0人

△ 1人

2人

1人

❶ 人件費の状況

※職員数は一般職に属する職員数であり、休職者、派遣職員などを含み非常勤職員を除いています。

（令和 2 年度決算額）

圏域内住民基本台帳人口（令和 2 年度末）

歳出額（A)

人件費（B）

209,767人

4,600,218千円

2,238,961千円

❷ 職員給与費の状況
給

242人

与

費
期末・勤勉手当

計（B）

1人当たり給与費
年額（B/A）

239,931千円

390,270千円

1,578,530千円

6,523千円

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、令和 2 年１１月から環境影響評価を進めています。
環境影響評価は、4 つの手続きを 4 年程度かけて進めていきますが、現在はその 2 番目に該当する「方法書」の
手続きを実施しています。詳細等については、今後実施予定の説明会や広報等を通じて皆様にお伝えしていきます。

上田地域広域連合では、環境負荷の少ないコンパクトな資源循環型施設を目指していることから、ごみの減量
に向けた取組の推進をしています。1 人 1 人の取組が重要ですので、引き続きご協力をお願いいたします。

※職員数は令和 2 年４月1日現在の人数です。
※職員手当には退職手当を含みません。

3職員の勤務時間とその他の勤務条件の状況

資源循環型施設整備事業の進捗状況等について

ごみ の 減 量につ い て

48.7%

職員手当

料

948,329千円

人件費率（B/A）

※人件費には共済費、特別職に支給される報酬などを含みます。

（令和 2 年度決算額）

給

職員数
（A）

No.

資源循環型施設建設関連について

1職員の任免及び職員数に関する状況
❶ 職員の採用及び退職の状況

51

連載

ごみの減量には様々なメリットがあります。

勤務時間、休憩時間の状況（令和 2 年 4 月 1 日現在、標準的なもの）
1週間の勤務時間

勤務時間

休憩時間

38時間45分

8：30～17：15

12：00～13：00

閉

庁

日

土曜日・日曜日・祝日・12月29日から翌年1月3日まで

4職員の分限及び懲戒処分の状況
分限処分

懲戒処分

分限処分とは、公務の能率の維持と適正な
行政運営の確保の目的から、地方公務員法
第28条の規定に基づき、職員が職責を果た
すことが期待できないときに、職員の意に
反して行う処分です。

人

数

内

訳

懲戒処分とは、職員に法令等の違反、職務
上の義務の違反、全体の奉仕者としてふさ
わしくない非行のあった場合等に行う、地
方公務員法第29条の規定に基づく処分で
す。

降任 ０人
免職 ０人
休職 0人

0人

人

数

内

0人

訳

許可数

営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員などの地位を兼ねるもの

0人

自ら営利を目的とする私企業を営むもの

4人

報酬を得て事業若しくは事務に従事するもの（各種統計調査員報酬など）

4人

6職員の研修及び勤務成績の評定の状況
❶ 職員研修の状況
区

●食品ロスの削減は簡単な取組の１つです。冷蔵庫の
中身を確認してからの買い物や、食べきれる分の調
理を常に心掛けることで、食品ロスを減らすことがで
きます。
●不要になった物でも、すぐにごみとして出すのではな
く、周囲で必要としている人に譲ることで、ごみの減
量に繋がります。

－

5職員の服務の状況
従事の状況

●ごみ収集運搬車両から排出される二酸化炭素等の温
室効果ガスが増え、地球温暖化に繋がります。
●ごみを焼却する際に発生する有害物質の量が増え、
地球環境に負荷を与えます。
●ごみの収集運搬及び処理にかかる費用が増加します。

そもそも
ごみが多いと
どんな問題が
あるの

簡単に
取り組める
減量方法って
あるの

１人１人の取組によって様々なメリットが生まれます。

❷ 職員の勤務評定の状況

分

内

容

延人数

評定の時期

年２回

など

013人
027人

評定の
対象期間

前期：4月1日から9月30日まで
後期：10月1日から3月31日まで

174人

評定の対象者

全職員（育児休業等の職員を除く）

一 般 研 修

新規採用研修、係長研修

職 場 研 修

交通安全研修・ハラスメント研修

専 門 研 修

職種別研修、他機関主催の専門研修

など
など

★地球環境を守る★

★コストカット★

★コンパクトな焼却施設★

7職員の福祉及び利益の保護の状況
❶ 公務災害の認定状況
区

分

❷ 不利益処分に関する不服申し立ての状況など

認定件数

区

分

件

数

公務災害

2件

勤務条件に関する措置の要求の状況

0件

通勤災害

0件

不利益処分に関する不服申し立ての状況

0件

❸ 職員互助会の設置及び活動状況
地方公務員法第42条に基づく職員の保健、その他福
利厚生に関する事業を「上田地域広域連合職員互助
会」が行っています。職員互助会は、職員からの会費と
広域連合からの補助金により運営されています。

主な事業

慶弔費支給、体力向上事業

職員が負担する会費

給料月額の1000分の3

令和 2 年度決算の状況

歳入 15,255千円（うち広域連合からの補助金1,804千円）
歳出 13,061千円

問い合わせ先：総務課
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☎0268-43-8811

ごみの収集運搬及び処理の際に
発生する温室効果ガスや有害物質
が削減され、地球環境の保全に繋
がります。

収集運搬及び処理費用が削減さ
環境負荷の少ないコンパクトな
れ、また、食品ロスを減らすことで、 焼却施設の建設に繋がります。
ご自身の家計の節約にも繋がりま
す。

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。
問い合わせ先：ごみ処理広域化推進室
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☎ 0268-71-7705

火災予防

住宅用火災警報器の設置・点検を行い
安全安心な１年を過ごしましょう！

本格的な寒さを迎え、暖房器具を使用する機会が多くなります。
また、冬は空気が乾燥し、火災が発生する危険性が大きくなります。
暖房器具は正しく使い、周囲には燃えやすいものを置かないよう
にしましょう。
｠

１１９通 報

こ ち ら 119 番 消 防 本 部 で す！
目の前で火災や事故、急病人が発生した場合は、誰でも気が動転してしまいます。
一刻をあらそう時でも落ち着いた 119 番通報が必要です。

通報は「慌てず」・「はっきり」・「正確に」
●まずは安全な場所から落ち着いて通報をお願いします。
●「火事ですか？」
「救急ですか？」と最初にお聞きしますので、通信指令員の質問に順番にお答えください。
●事故内容と災害発生場所が分かった時点で、速やかに消防車や救急車が出動します。
●救急の場合、症状をお聞きしたり、応急手当をお願いしたりする場合がありますので、ご協力をお願いします。

目標となる建物や看板を確認しましょう
●１１９番通報では、現場の特定を最優先します。
そのため、災害発生場所を間違えないために住所や目標物を、繰り返し確認する場合があります。
●最近は、携帯電話からの119番通報が増加しています。
携帯電話の場合、
『 今いる場所が分からない』あるいは『災害現場から離れている』等の通報では、災害発生場所を特定
するのに時間がかかることがあります。
迅速に消防車や救急車が災害現場に到着できるよう、携帯電話の位置情報（GPS）を有効にしたり、災害現場周辺の目
標物（公共施設、信号機、橋、バス停など）を伝えたりしてください。

上田創造館 来年度の募集案内
お知らせ

令和 4 年度 おもしろ科学少年団

◆詳細は、別紙チラシまたは
ホームページをご覧ください。

集
団員を募
！
します

【活 動 日 時】令和4 年5月～令和5 年3月までの1年間（毎月1回 土曜日 9：30～11：30）
【対 象・定 員】上田市・東御市・青木村・長和町の小学生／各グループ12名
年間を通して（毎月1回）少年団活動に必ず保護者同伴で参加可能な方
【年 会 費】2,000円（通信費・保険等）※別途材料費がかかります。
【募集グループ】①自然あそび ②科学工作 ③地層・化石・鉱物 ④自然観察
（①小学校1・2年生のみ、②～④小学校3年生以上）
【募 集 方 法】 郵送のみ ※お申込者多数の場合は抽選となります。※先着順、代理申込み、電話受付不可
【受 付 日 時】 4 月1日㈮ 必着 ※4月3日㈰ 9時～12時の時間限定で、応募投函箱(創造館1F受付窓口横)にて受付致します。
郵送先／〒386-1102 上田市上田原1640 上田創造館宛

「科学工作」
「地層・化石・鉱物」
おもしろ科学少年団 ★２月12日㈯ 10：00～11：00「自然あそび」

活動見学会

19：00～20：00「自然観察」

通年活動している科学少年団の活動を見学できます。興味のある方は、どなたでも見学できます。

科学工作（4F科学実習室） 自然あそび（1F第4・5研修室） 地層･化石・鉱物（1F屋外・中庭） 自然観察（屋上天体観測室）

通信指令室、消防隊や救急隊から確認の電話をする場合があります
●通報後、状況によっては通報された方に折り返し電話を掛けることがあります。
※最寄りの消防署に直接駆け付けていただいても出動中の場合があります。先ずは、
１１９番通報をお願いします。

抽選で10人の方にプレゼント

上田地域広域連合消防本部では、令和３年４月１日から

ＮＥＴ１１９緊急通報システムの運用を開始しました
このシステムは、耳が聞こえない、言葉が話せない等の事情で音声による１１９番通報が困難な方
を対象に、スマートフォンや携帯電話を利用した文字による緊急通報が可能なシステムです。スマー
トフォン等から通報用 Web サイトにアクセスして、画面のタッチ操作で「救急」
「火事」の選択と、
通報者の位置情報を入力すれば、即座に消防本部に緊急通報され、その後にチャット形式で詳細を
確認する仕組みとなっています。※詳しい内容につきましては、お近くの消防署へお問い合わせください。

車両寄贈

「株式会社上田ケーブルビジョン様」から消防用車両（指令車）の御寄附をいただきました
令和３年９月１０日、株式会社上田ケーブルビジョン様から創立５０周年記念事業の
一環として、上田地域広域連合消防本部に消防用車両（指令車）１台の御寄附を
いただきました。
当消防本部は、御寄附いただいた消防用車両を最大限活用させていただき、地
域住民の安全安心のため邁進してまいります。
【指令車とは】災害現場へ出動し、消防部隊の指揮を執り、消防隊や救急隊等の部隊運用を行うとともに、現場で活動
する隊員の安全管理や二次災害の防止に当たります。また、災害現場等への隊員や資機材の搬送も行います。

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

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 上田地域広域連合令和2年度の決算状況について。歳
入のうち一番割合が多いのは関係市町村からの「分担
金及び〇〇金」です。
⒉ 上田地域広域連合では環境負荷の少ない「〇〇〇〇〇
な資源循環型施設」を目指しています。ごみ減量に向
け、1人1人ができることから取り組んでいきましょう。
⒊ 「NET〇〇〇緊急通報システム」は、音声による１１９番
通報が困難な方を対象にしたシステムです。スマート
フォンや携帯電話を利用し、文字による緊急通報を可
能にします。
【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、2月14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

広報10月号の答えは、①8036②火の始末③
ガガーリンでした。応募総数308通の中から、
10人の方に、青木村特産品「タチアカネ蕎麦
(干しそば)」と「パンケーキ＆ガレットMIX粉
『Sobaday（ソバデイ）』」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、
「東御市の特産品」
をお送りする予定です。

広報10月号の当選者にお送りしたプレゼント

＜プレゼント紹介＞青木村特産のタチアカネを使用した
商品を取り揃えました。特に、Sobadayは今年の11月
に発売開始となったばかりの商品で、小麦粉と砂糖を一
切使用しておりません。そばの風味と素朴でやさしい味
が特徴で、いろいろな食材と合うことから、おやつとし
て食べたり、食事に利用することもできます。是非ご賞
味ください！
（提供先：道の駅あおき☎0268-49-0333）

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

上田創造館だより 1月～3月
トピックス

上田創造館 上田市上田原1640 開館時間／9:00～22:00

秋の企画展「ガガーリン 星への道」
（ 巡回展）
史上初有人宇宙飛行６０周年を迎えた２０２１年。
１０月２３日から１１月
28日の期間、秋の企画展として「ガガーリン 星への道」を開催しました。
会場には、ガガーリンの生涯等を紹介したパネル展示や宇宙飛行の
歴史映像の他、週末にはワークショップも開催して多くの方々が来場さ
企画展の様子

れました。

企画展

冬の企画展

1/15 土～1/30 日 巡回展

～カラダの仕組みとバイオテクノロジー～

私たちのカラダは何でできているの？くらしを支えるバイオテク
ノロジーは？様々なメカニズムをパネルや模型で紹介します。
時間： 10:00～15:30 企画・製作：農研機構
協力：全国科学館連携協議会
会場：2F 美術館

3月 ★春の星座解説 ★宇宙はノンストップ ★忍たま乱太郎 ★カラフル太陽ツアー
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）

© 尼子騒兵衛 /NHK・NEP

会場 ： 屋上 天体観測室
定員 ： 18:30～ ３０名／19:30～ ３０名（交代制）
（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）

参加無料
当日受付

2/5 土 18:30～21:00
「冬から春の星座を探してみよう」

※雨天・曇天の場合、プラネタリウム室で星空解説をし
ます。

冬の一等星をつなげると見えてくる冬のダイヤモンド。

★星空と音楽のコラボレーション企画

キーボード生演奏と
参加無料
星空の世界をお楽しみください。

当日受付

天文講演とはちょっと違う。昭和のエレクトーン、名器のサウンドと共に新企画サウンド・ツアー・タイム

3/19土

冬の星空のお話

10:00～11:00 「きらびやかな冬の星空」

春の星空の動き

10:00～11:00 「黄道十二星座」と1年間

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）

展

示

2/19土～2/27日

発明・アイデア作品展
時間：10:00～15:30

◆詳細は後日発表！

参加無料 当日受付

3/5 土～3/13日

入場
無料

絵手紙展

■児童・生徒の部 ■一般の部
■上田創造館発明チャレンジワークショップの部
上田創造館発明チャレンジワークショップに参加された方々の作品展示・
活動紹介と一般の方より応募いただきました作品の展示をします。

昨年の様子

絵手紙展作品募集
募集期間：1月2２日㈯～2月1３日㈰ 必着

発明・アイデア作品展作品募集

用紙の大きさ：はがきサイズ・一人２点以内
応募方法：❶上田創造館窓口に作品を持参
❷作品
（ご記入済）
を封筒に入れ上田創造館に郵送
返却方法：展示終了後、上田創造館で投函します。
必須事項：応募する作品には、必ず切手を貼り、相手先の住所
を明記してください。
（自分宛または友人宛も可）

作品募集期間：2月6日㈰まで！

作品・試作品を募集します
●最優秀賞・優秀賞・特賞のほか、受賞者以外全員に参加賞を
進呈。
（団体は1団体1個）
◆詳細は、ホームページまたは別途チラシをご覧ください。

おもしろ・ふしぎ体験広場
手作りおもちゃで
いろいろな
不思議を体験しよう。

時間：13:30 ～ 15:00
会場：1F エントランスホール

おもちゃ病院も同時開院！
1/30日
入場無料

新春昔ばなし
語りの会

塩田平民話研究所の皆さん
による語り。
時間：13:30 開演
会場：1F 民俗資料館

2/19土

参加無料

3/12 土 特別企画ワークショップ

マジカルクッキング

モーターの振動で動く動物

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。

おもりのついたモーターをブラシに取り付け
振動で動く動物を作ってレースをしよう。

「もっちもちの、春のおやつを作ろう！」

時間 ： 午前コース 10:00～11:30
午後コース 13:00～14:30
定員：各コース親子１４組
会場 ： 1F 文化ホール・ホワイエ
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
（小学校５年生以上なら子どもだけでも可）
講師： 三菱電機株式会社 人材開発センター
電話申込：３月２日㈬まで

事前申込

～お米のへんしん～

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）
電話申込：２月１６日㈬まで

参加無料 会場：4F 科学実験室 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（小学校 5 年生以上なら子どもだけでも可）

入場無料

時間：9:00～17:00
会場：1F エントランスホール

事前申込

週末の理科室／参加者募集

～絵手紙にまごころを託して～

会場：2F 美術館

時間： 10:30～15:00（受付 14:30 まで）
会場： 2F 美術館 他
定員：各日 ５０名（先着順）
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

参加者募集

参加無料 当日受付

1/8 土・2/12土・3/12土

「のび～る！もちもちスライム作り」

★カラフル太陽ツアー ★忍たま乱太郎

2/5土

イ ベ ント

入場
無料

1/15土・16日・22土・23日・29土・30日

1月・2月 ★冬の星座解説 ★ミラクルプラネット

星空観望会

（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

「いのちってなに？」

ワークショップ

星空解説

上田図書館創造館分室

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/

2/26土 モーターで車を作って

3/19 土

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：２月２３日㈬まで

発泡スチロールカッターを作り、それを使って作品を作ります。

走らせよう

イベントへのお申込みについて

発泡スチロール
カッターで作品作り

時間：9:30 ～ 11:30
電話申込：１月１９日㈬～３月１６日㈬まで
※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。

12月29日㈬～令和 4 年１月3日㈪は年末年始休業のため休館。 2月7日㈪は休館日となります。
12月8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。
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う え だ 地 域 イ ベン ト 歳 時 記

12月 8 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。

1月

11日㈮～ 巨匠たちの10代
3月21日㈪ 上田市：上田市立美術館

開催中～ 高倉健さん生誕90年記念展
2月6日㈰まで 坂城町：鉄の展示館

13日㈰ 戸沢のねじと馬ひき

開催中～ 版表現の魅力 vol.2
3月21日㈪まで 上田市：上田市立美術館

中旬

4月
1日㈮～ 2022「第19回上田城千本桜まつり」
10日㈰ 上田市：上田城跡公園

上田市：真田町長戸沢地区

信濃雪中そば祭り

長和町：信州立岩和紙の里

20日㈰ 第21回うえだ子ども文化祭
開催中～ 鹿教湯温泉 氷灯ろう夢祈願
上田市：サントミューゼ
1月31日㈪まで 上田市：温泉街から五台橋・文殊堂周辺

30日㈰ わんぱーく祭り

長和町：ブランシュたかやまスキーリゾート

23日㈬ ブラたか祭り

長和町：ブランシュたかやまスキーリゾート

3月

2月
第59回湯の丸スキー大会

鹿教湯温泉薬師堂花祭り

3日㈭

青木村大節分祭

3日㈭

北向山節分会追儺式
上田市：北向観音

8日㈮～ MUCHA ～煌めきの女神たち～
6月12日㈰ 上田市：上田市立美術館

3日㈭

生島足島神社節分追儺祭

16日㈯ 長久保愛宕山桜公園花見会

3日㈭

山家神社節分厄除大祭

中旬

青木村信州昆虫資料館・村営横手キャンプ場オープン

6日㈰

ホストタウン上田 中国交流イベント

中旬

信州百名山独鈷山ネイチャートレッキング

上旬

青木村：青木村役場駐車場

東御市：湯の丸スキー場

上田市：山家神社

シリーズ文化講演会

5日㈯

上田市：サントミューゼ

9日㈬～ 2022「第3回上田氷灯ろう夢まつり」 中旬
13日㈰ 上田市：別所温泉街（北向観音堂、大門通りほか）

上田市：霊泉寺温泉～独鈷山

中旬～ 依田川鯉のぼり
5月上旬 上田市：依田川（丸子橋）

延命地蔵尊春祭り

24日㈰ 鹿教湯文殊堂春祭り

上田市：長瀬地区

延命寺周辺

上田市：鹿教湯文殊堂

下旬～ 信州国際音楽村すいせん祭り
4月中旬 上田市：信州国際音楽村

下旬

独鈷山千本桜祭り

27日㈰ スキー場感謝祭

下旬

祢津東町歌舞伎公演

長和町：ブランシュたかやまスキーリゾート

信州
うえだ
地域

青木村：信州昆虫資料館・横手キャンプ場

東御市：東御市中央公民館

13日㈰ どんどこ！巨大紙相撲大会

8日㈫～ 坂城のお雛さま
3月27日㈰ 坂城町：鉄の展示館

上田市：鹿教湯薬師堂

長和町：愛宕山桜公園

上田市：生島足島神社

上田市：サントミューゼ

8日㈮

上田市：平井 宮沢地区御屋敷平
東御市：祢津日吉神社境内

めぐ

ソフトクリーム巡りスタンプラリー 2021
イベント終了！ たくさんのご応募ありがとうございました！

上田地域観光協議会では、令和 3 年 7 月21日～10月24日の期間、ソフトクリーム・
ジェラート店を巡る「ソフトクリーム巡りスタンプラリー2021」を開催しました。
新型コロナウィルス感染症対策として、デジタルでの開催となりましたが、1,152件
のご応募をいただくことが出来ました。ご参加いただいた皆様、ありがとうございます。
当選者の方には、各市町村おススメの特産品を送らせていただきます。(写真は、お送
りした特産品の一例です。)
ソフトクリームスタンプラリーを通しての上田地域巡りで、お気に入りの場所は見つ
かりましたか？今後も、上田地域の旅を楽しんでくださいね。
▲上田市特産品

問い合わせ先：企画課（上田地域観光協議会） ☎ 0268-43 - 8818
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

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

●長和町役場 ☎６８-３１１１
●坂城町役場 ☎８２-３１１１

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
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