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うえだ地域浪漫紀行～「千曲川河畔（白鳥河原）の白鳥桜」
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上田地域広域連合議会2月定例会
上田地域広域連合令和3年度補正予算　他／
令和3年度定期監査の結果について
上田地域広域連合議会1月臨時会／ふるさとプレゼント
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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

せいぞろい
　東御市の海野宿の南に、千曲川に沿って桜並木があります。古くは、木曽義仲の「白鳥
河原の勢揃」のいわれがある「白鳥河原」の桜を眺めながら、当時の風景などの歴史とともに、
春の季節を感じてみてはいかがでしょうか。

ろ ま ん

桜並木や海野宿の街並みを楽しむ途中、伝統的建造物を活用した滞在型
交流施設「うんのわ」で一息つきませんか。古民家の中庭を休憩スペース
としてご利用いただけます。問い合わせ先： 信州とうみ観光協会　☎0268-62-7701

うんのわ～UNE NOIX（仏：くるみ）～

★海野宿の駐車場は無料でご利用いただけます。
★海野宿橋は、令和4年3月1日復旧し、通行可能となりました。

千曲川

至大屋 至田中しなの鉄道

海野宿橋白鳥
神社

18

●海野保育園

和 海野宿入口

うんのわ

白鳥桜

海野宿

第3駐車場
大型車専用

第2駐車場
普通車・大型車併用

第1駐車場
普通車専用

3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。

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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環境にやさしいベジタブルインク
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●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2022

春のばらまつり

第12回新作日本刀・刀職技術展覧会

狐塚ほたるの里

湯の丸高原つつじ祭り

風穴ハイキングと朗読会

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

坂城町：鉄の展示館

上田市：塩川 狐塚沢

東御市：湯の丸高原

青木村：信州昆虫資料館

上田市：信州国際音楽村

4月

5日㈭・祝

14日㈯

15日㈰

28日㈯～
6月12日㈰

上田市：上田城跡公園（予定）

東御市：東御中央公園

東御市：東御中央公園芝生広場

坂城町：さかき千曲川バラ公園

第51回うえだこどもまつり

第17回東御市子どもフェスティバル

スポーツレクリエーション祭
「ふれあいウォークin東御」

第17回ばら祭り

5月

1日㈮～
6月5日㈰

2日㈯～
6月26日㈰

8日㈮～
6月12日㈰

8日㈮～
7月3日㈰

16日㈯

16日㈯

坂城町：鉄の展示館

上田市：上田市の日本遺産構成文化財施設

上田市：サントミューゼ 上田市立美術館

上田市：サントミューゼ 上田市立美術館

青木村：村営横手キャンプ場

青木村：信州昆虫資料館

鎌倉時代の日本刀展

上田市日本遺産スタンプラリー

アルフォンス・ミュシャ ～煌めきの女神たち～

 

コレクション展Ⅰ 憧れの仏蘭西

村営横手キャンプ場オープン

信州昆虫資料館開館

16日㈯～
8月28日㈰

中旬～
5月上旬

21日㈭

24日㈰

25日㈪

29日㈮・祝

青木村：信州昆虫資料館

上田市：上丸子依田川　丸子橋上流

青木村：大法寺

上田市：鹿教湯文殊堂

上田市・長和町・松本市：美ヶ原高原美術館

上田市：武石地域・余里地区

山田靖＆大むし虫展！！

依田川鯉のぼり

大法寺大般若会

鹿教湯文殊堂春祭り

第67回美ヶ原高原開山祭（予定）

第22回たけしノルディックウォーキング
in 余里一里花桃の里
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予定

上旬

11日㈯～
8月28日㈰

中旬

中旬

19日㈰

下旬～
7月中旬

6月

7月
15日㈮～
9月4日㈰ 

16日㈯

16日㈯

中旬

中旬

30日㈯

上田市：サントミューゼ 上田市立美術館

長和町：上田市依田窪プール

青木村：信州昆虫資料館

上田市：霊泉寺温泉

上田市：中心市街地

上田市：中心市街地

魔法の美術館

スポーツレクリエーション祭
「依田窪プールまつり」

夜間昆虫観察会

ワイルドフィットネスチャレンジ
MAD & MUDDY

信州上田祗園祭

第51回上田わっしょい

日　　時

申 込 先

令和4年 5月15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11日㈪～5月9日㈪

東御市　文化・スポーツ振興課　スポーツ係【氏名、住所、年齢、連絡先をお申し込みください。】
☎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2022 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

コース紹介（約8.5km） 芝生広場 ⇒ 白鳥神社 ⇒ 海野宿（折り返し）⇒ 芝生広場

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。

要申込
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令和4年度

予算総額
49億6,531万4千円
［＋8,841万6千円］

令和 4年度

歳　入
49億6,531万4千円
［＋8,841万6千円］

令和 4 年度

歳　出
49億6,531万4千円
［＋8,841万6千円］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
4億6,192万8千円（9.3％）
［＋4,363万2千円］
●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
5億7,554万円（11.6％）
［△4,631万3千円］
●焼却プラント等修繕及び点検業務

清浄園費
2億6,127万円（5.3％）
［＋597万8千円］
●施設設備等修繕

東部クリーンセンター費
2億3,768万9千円（4.8％）
［＋452万9千円］
●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
3億2,258万5千円（6.5％）
［＋1,415万円］
●焼却プラント等修繕及び点検業務

大星斎場費
7,159万7千円（1.4％）
［△563万7千円］
●斎場指定管理者委託
●斎場設備修繕

創造館費
1億2,767万2千円（2.6％）
［＋2,197万5千円］
●創造館指定管理者委託
●施設設備等修繕

依田窪斎場費
4,073万3千円（0.8％）
［＋236万4千円］
●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
1億701万7千円（2.2％）
［＋562万5千円］

介護保険特別会計
2億2,497万5千円（4.5％）
［＋514万8千円］
●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）

消防特別会計
25億3,430万8千円（51.0％）
［＋3,696万5千円］

一般会計
20億9,901万4千円（42.3％）

［＋4,067万8千円］

※（　　） 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（丸子消防ポン
プ自動車、中央高規格救急車他）
●非常用電源設備設置工事（南部
署・東御署）

特別会計
28億6,630万円

（57.7％）
［＋4,773万8千円］

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▶光熱水費、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▶過去に借り入れた地方
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
71.8
18.4
3.7
6.0
0.1

40億 404万円
28億7,591万3千円
7億3,580万8千円
1億4,917万9千円
2億3,939万7千円

374万3千円

⑦国庫・県支出金
3,880万5千円（0.8％）
［＋3,266万2千円］

⑧財産収入
410万4千円（0.1％）

［＋7千円］

⑤諸収入
1億3,234万1千円（2.7％）
［＋55万1千円］

⑥繰越金
1億573万円（2.1％）
［△1,014万8千円］

②使用料・手数料
3億2,723万円（6.6％）
［＋93万8千円］

①分担金・負担金
40億404万円（80.6％）
［＋2,406万7千円］

③連合債
2億21万8千円
（4.0％）
［＋2,471万8千円］

④繰入金
1億5,284万6千円（3.1％）
［＋1,562万1千円

⑨人件費
23億3,184万5千円
（47.8％）
［△20万7千円］

⑰貸付金
1,300万円（0.3％）

［±0万円］⑮繰出金
5,706万1千円（1.2％）
［＋84万2千円］

⑭補助費等
1億8,233万9千円
（3.8％）
［△393万2千円］

⑪維持補修費
4億9,476万3千円
（10.5％）
［△1,955万3千円］

⑫公債費
2億7,332万1千円
（5.7％）
［△324万3千円］

⑬普通建設事業費
2億2,690万5千円
（4.3％）
［＋1,916万1千円］

⑱積立金
190万6千円（0％）

［△9千円］

⑲予備費
3,470万円（0.7％）

［±0円］

⑩物件費
13億2,116万9千円

（25.2％）［＋9,382万7千円］

⑯扶助費
2,830万5千円（0.5％）
［＋153万円］

2月定例会議会報告

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諸収入▶預金利子や受託事業収入、収益
事業収入などです。

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

上田地域広域連合議会 2月定例会

　一般会計及び３つの特別会計（ふるさと基金特別会
計、介護保険特別会計、消防特別会計）を合わせた全
体の予算総額は、49億6,531万4千円で、前年度と比
較して 1.8％、8,841万6千円の増額となりました。
　そのうち、一般会計の予算総額については 20 億
9,901万4千円で、前年度と比較して2.0％、4,067万
8 千円の増額となり、特別会計の予算総額については、
28 億 6,630 万円で、前年度と比較して 1.7％、4,773
万 8 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増額と
なった理由は、主に創造館の耐震改修の実施設計や資
源循環型施設整備に係る調査業務等の委託料、施設の
設備修繕費の増額によるものです。
　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、
非常用電源設備工事、消防車両の購入費用の増額等に
より、前年度と比較して 3,696 万 5 千円の増額による
ものです。

令 和 4 年 度 当 初 予 算 の あ ら ま し

　令和 4 年 2 月上田地域広域連合議会定例会は 2 月２８日に招集
され、3月2日までの3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 1 件、予算案 7 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。
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条 例 の 一 部 改 正
● 一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例中一部改正について
 　人事院規則に準じ、新型コロナウイルス感染症の感染者等の移送業務に従事する職員に対して、防疫等作業

手当を特例的に支給できるよう条例の一部を改正しました。

令 和 3 年 度 2 月 補 正 予 算

2月定例会

一　　般　　会　　計

特　　別　　会　　計

20億5,833万6千円

28億1,856万2千円

1億139万2千円

2億1,982万7千円

24億9,734万3千円

48億7,689万8千円

△ 881万2千円

1,045万6千円

0千円

△ 637万7千円

1,683万3千円

164万4千円

20億4,952万4千円

28億2,901万8千円

1億139万2千円

2億1,345万円

25億1,417万6千円

48億7,854万2千円

△ 0.4

0.4

0.0

△ 2.9

0.7

0.03

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

●一般会計補正予算（第１号） 前年度繰越金と本年度市町村負担金の調整、事業費確定による減額補正
●介護保険特別会計補正予算（第１号） 前年度繰越金と本年度市町村負担金の調整、事業費確定による減額補正
●消防特別会計補正予算（第１号） 前年度繰越金と本年度市町村負担金の調整、人事異動等による人件費の
  増額補正     

議会、監査などに関する問い合わせ先：総務課 ☎0268-43-8811

　令和 3 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3 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、特段問題はなかった。今後も複数職員による確認の徹底、金融機関への速や
かな現金納入など、引き続き適正な現金の取り扱いに留意されたい。

（２） 依田窪斎場については、指定管理制度の利点を最大限に活かし、利用者に対するサービスの向上を
図るとともに、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、引き続き適正な管
理に努められたい。

（３） 東部クリーンセンターについては、老朽化した施設及び設備の稼働状況や今後の運転管理状況を見
据え、計画的な点検整備及び修繕を実施し、引き続き適正な維持管理及び施設の延命化に留意され
たい。

（４） 丸子消防署については、施設及び備品並びに車両の老朽化や走行距離などを考慮し、効率的な更新
計画により、引き続き適正な管理に留意されたい。また、消防職員体制全般については、救急業務
が年々増加傾向にあることから、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
人員確保に努められたい。

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9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負担 ②コンパクト
③119でした。応募総数285通の中から、10
人の方に、東御市の「御菓子処花岡のお菓子
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＞東御市の老舗菓子屋、御菓子処花岡
の人気商品のセットです。「胡桃の醍醐味」は、しっと
り濃厚なチーズケーキの風味と東御市特産のくるみ
を使ったクッキーの香ばしさがマッチ。「信州檸檬ケー
キ」はレモン風味のケーキに爽やかなレモンチョコ
レートをかけました。形もかわいいレモン型です。
（御菓子処花岡☎0268‐62‐0236）

（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49億6,531万4千円で、前年度と比
較して1.8％、〇,〇〇〇万6千円の増額となりま
した。

② 資源ごみを正しく〇〇することで、リサイクル
ルートにのせられ、資源を無駄にせず、再利用す
ることができます。

③ 平成２3年から令和３年までの11年間、上田広域
管内における出火原因は「〇〇〇」が第１位です。

【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。

人　　事

　新たに選出されました議員と所属委員会は次のとおりです。（敬称略）
　　総務委員会　　　渡辺　久人
　　保健福祉委員会　森田　公明

　令和 4 年 1 月上田地域広域連合議会臨時会が 1 月
１２日に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。
　今臨時会では、昨年１０月３１日執行の長和町議会
議員選挙に伴う、長和町選出議員の報告と同日執行
された長和町長選挙において羽田健一郎町長が再
選されたことによる、上田地域広域連合副広域連合
長の選任の議案が提出され、原案のとおり了承可決
されました。

羽田健一郎  副広域連合長
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119こちら消防本部
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習

●問い合わせ先　市外局番は全て（0268） ※緊急時には最寄りの消防署に駆付けるよりも先ずは119番へ電話しましょう。
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）

住宅用火災警報器訪問調査を実施します
　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。
※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。

４月２3日土
５月２8日土
６月２5日土
７月23日土
８月２7日土

１０月22日土
１１月２6日土
１２月17日土
１月28日土
２月２5日土
３月２5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。
●事前学習により、講習時間の短縮が可能となります。講習についてご不

明な点は、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

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 東 北 消 防 署
上 田 南 部 消 防 署
川 西 消 防 署
丸 子 消 防 署
真 田 消 防 署
東 御 消 防 署

電話番号
42-０１１９
72-０１１９
62-０１１９
68-０１１９
26-０0１９
36-０１１９
38-０１１９
31-０１１９
42-０１１９
72-０１１９
62-０１１９

救急講習について
詳しくはこちら▼

令和4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！～

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4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

　上田広域管内では、「屋外での火気取り扱い」による火災が後を絶ちません。特に、
平成２３年から令和３年までの１１年間、上田広域管内における出火原因は「たき火」が
第１位となっています。また、屋外での火災は山火事につながる危険性が高くなります。
　たき火など、屋外での火気取り扱いによる火災は、春先や秋口など、風が強く、空気
が乾燥している時期に多く発生しています。
　屋外で火を取り扱うときは、次の点に注意して、火災を防ぎましょう。

～たき火による火事にご用心～52No.連載
資源循環型施設建設関連について

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。

　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。
　方法書の公告・縦覧を５月中旬～６月中旬、圏域の皆様を対象とした住民説明会（方法書の内容等）を５月
下旬に予定しております。
　なお、公告・縦覧及び住民説明会の日程等の詳細については、今後広域連合のホームページ等に掲載いたし
ますので、ご確認ください。

　例えば、資源ごみ（古紙や牛乳パック、プラマーク付きプラスチック等）を分別
せずに可燃ごみと一緒に出してしまうと、そのまま焼却処分されてしまいます。
　しかし、資源ごみを正しく分別することで、リサイクルルートにのせられ、資源
を無駄にせず、再利用することができます。
　また、ごみの焼却量を減らすことにも繋がるため、地球環境への負荷を減らす
こともできます。

ごみの分別を行う理由（メリット）

　資源ごみはリサイクル工場等に運ばれ、リサイクル製品として生まれ変わりますが、どのような製品に生まれ変
わるのか例をご紹介いたします。

資源ごみのビフォーアフターについて

ごみの分別に引き続きご協力をお願いいたします。

限られた資源の有効活用のためにも、ごみの分別に引き続きご協力をお願いいたします。

リサイクル前の資源ごみ

牛乳やジュース等の
紙パック 新聞紙 アルミ缶 ペットボトル

シャンプーボトルや
レジ袋

ティッシュや
トイレットペーパー 新聞紙やコピー用紙 アルミ缶 卵パックやペットボトル パレット

リサイクル製品

　たき火など、屋外で火を取り扱うときの注意点に加え、次の点にも気をつけて、山火事を
防ぎましょう。
❶ 山林の近くで火気を使用しない。
❷ たばこは指定された場所で吸い、吸い殻は必ず消して灰皿に入れ、ポイ捨てはしない。

山火事防止の注意点

❶ 風のない午前中に２人以上で行い、火を完全に消すこ
とができるよう消火の準備をしておく。

❷ 周囲に枯草など燃えやすいものがある場所では、た
き火をしない。

たき火など屋外で火を取り扱うときの注意点
❸ 火が完全に消えるまでは目を離さず、絶対にその場を

離れない。
❹ 燃やす前に、最寄りの消防署へ届出する。
❺ 風が強いときや空気が乾燥しているときは行わない。

6 7



企画展

4月29日㈮～5月1日㈰、3日㈫～5日㈭、7日㈯、8日㈰子どもも大人も全員無料！！

お知らせ

 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4月～6月

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）

★春の星座解説 ★忍たま乱太郎 ★カラフル太陽ツアー
★ムーンライトアドベンチャー

春の企画展

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 キーボード生演奏と星空の世界をお楽しみください。

冬から春の星座を探そう。

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。

4月・5月

★夏の星座解説 ★忍たま乱太郎 ★カラフル太陽ツアー6月

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。

週末の理科室／参加者募集 事 前申込 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 5 年生以上なら子どもだけでも可）

会場：4F 科学実験室　定員：各12名

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。
時間 ： 9:30～11:30　　定員：１2 名
会場 ： 1F「鉱物・岩石・化石」展示室、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

学 3 年生から中学生
電話申込：４月２７日㈬まで

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：５月２５日㈬まで

4/30土 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」

時間：13:30～15:30
会場：1F エントランスホール

4/9土・5/14土・6/11土

5/3火・4水

おもしろ・ふしぎ体験広場

塩田平民話研究所の皆さんに
よるおはなし（語り手自由題）。
時間：13:30 開演　　会場：1F 民俗資料館

6/26日 昔ばなし語りの会

プラバンのアクセサリー作り
プラバンでお気に入りのキーホルダーなどを作ります。
時間：9:30～11:30　　電話申込：４月１３日㈬まで
持ち物：軍手、プラ板にかくイラスト等のある人は持参

4/16土 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。
時間：9:30～11:30
電話申込：４月１７日㈰～６月１５日㈬まで

6/18土

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。
時間：9:30～11:30
電話申込：５月４日㈬まで

5/7土 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。
時間：9:30～11:30
電話申込：５月１日㈰～６月２９日㈬まで

7/2土

6/17金～19日・24金～26日

参加無料

5/28土 マジカルクッキング

「電子レンジでカップケーキを作ろう！」
～小麦粉のへんしん～　

参加無料

春の星空の動き
「夜明け前に、天体ショーの贈り物」
4/16土 春の星空のお話5/7土

「ブラックホール」はどこにある？
夏の星空のお話6/4土

南の空に「天の川」が広がる
季節には

「ブラックホールを探してみよう」

5/28土
19:30～21:30

太陽の観察

5/28土
10:00～11:30

時間：10:00～11:00　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）

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

入場無料

3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。6月6日㈪は、定期清掃等のため休館

©JAXA

会場 ： 屋上 天体観測室
定員 ： 19:30～ ３０名／
  20:30～ 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）
※雨天・曇天の場合、プラネタリウム室で星空解説をします。

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！！

アイデアをいかした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４年５月～令和５年１月まで年９回（毎月１回土曜日 13:30～15:30）
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名　受付日時：４月２４日㈰ 9:00 から受付開始　受付場所：上田創造館受
付窓口（９:００～１７:００）または電話で申込　※活動日時など変更となる場合があります。

活動日時：令和 4 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　受付場所：上田創造館受付窓口（9:00～17:00）または電話で申込

昨年の様子

参加無料

昨年の様子

※当日1F「鉱物・岩石・化石」展示室にて受付。直接会場へお越しください。

うえだ地域企業＆
キッズフェア２０２2
個別対応型ワークショップ特別版

見て！ 作って！ 遊べる！ 企業展

おもちゃ病院も
同時開院！

みんなきてね！みんなきてね！参加無料
事前申込

小学生までの子どもたちを対象に、
鉄道模型の展示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！

時間：10:00～15:00
会場：1F 文化ホール

子ども夢フェスタ

上田地域の企業ブースとワークショップのコラボ
レーション。詳細は後日発表！

昨年の様子

昨年の様子
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うえだ地域浪漫紀行～「千曲川河畔（白鳥河原）の白鳥桜」

2
4

5

上田地域広域連合議会2月定例会
上田地域広域連合令和3年度補正予算　他／
令和3年度定期監査の結果について
上田地域広域連合議会1月臨時会／ふるさとプレゼント

目 

次
6
7
8
10

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

せいぞろい
　東御市の海野宿の南に、千曲川に沿って桜並木があります。古くは、木曽義仲の「白鳥
河原の勢揃」のいわれがある「白鳥河原」の桜を眺めながら、当時の風景などの歴史とともに、
春の季節を感じてみてはいかがでしょうか。

ろ ま ん

桜並木や海野宿の街並みを楽しむ途中、伝統的建造物を活用した滞在型
交流施設「うんのわ」で一息つきませんか。古民家の中庭を休憩スペース
としてご利用いただけます。問い合わせ先： 信州とうみ観光協会　☎0268-62-7701

うんのわ～UNE NOIX（仏：くるみ）～

★海野宿の駐車場は無料でご利用いただけます。
★海野宿橋は、令和4年3月1日復旧し、通行可能となりました。

千曲川

至大屋 至田中しなの鉄道

海野宿橋白鳥
神社

18

●海野保育園

和 海野宿入口

うんのわ

白鳥桜

海野宿

第3駐車場
大型車専用

第2駐車場
普通車・大型車併用

第1駐車場
普通車専用

3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。

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2022

春のばらまつり

第12回新作日本刀・刀職技術展覧会

狐塚ほたるの里

湯の丸高原つつじ祭り

風穴ハイキングと朗読会

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

坂城町：鉄の展示館

上田市：塩川 狐塚沢

東御市：湯の丸高原

青木村：信州昆虫資料館

上田市：信州国際音楽村

4月

5日㈭・祝

14日㈯

15日㈰

28日㈯～
6月12日㈰

上田市：上田城跡公園（予定）

東御市：東御中央公園

東御市：東御中央公園芝生広場

坂城町：さかき千曲川バラ公園

第51回うえだこどもまつり

第17回東御市子どもフェスティバル

スポーツレクリエーション祭
「ふれあいウォークin東御」

第17回ばら祭り

5月

1日㈮～
6月5日㈰

2日㈯～
6月26日㈰

8日㈮～
6月12日㈰

8日㈮～
7月3日㈰

16日㈯

16日㈯

坂城町：鉄の展示館

上田市：上田市の日本遺産構成文化財施設

上田市：サントミューゼ 上田市立美術館

上田市：サントミューゼ 上田市立美術館

青木村：村営横手キャンプ場

青木村：信州昆虫資料館

鎌倉時代の日本刀展

上田市日本遺産スタンプラリー

アルフォンス・ミュシャ ～煌めきの女神たち～

 

コレクション展Ⅰ 憧れの仏蘭西

村営横手キャンプ場オープン

信州昆虫資料館開館

16日㈯～
8月28日㈰

中旬～
5月上旬

21日㈭

24日㈰

25日㈪

29日㈮・祝

青木村：信州昆虫資料館

上田市：上丸子依田川　丸子橋上流

青木村：大法寺

上田市：鹿教湯文殊堂

上田市・長和町・松本市：美ヶ原高原美術館

上田市：武石地域・余里地区

山田靖＆大むし虫展！！

依田川鯉のぼり

大法寺大般若会

鹿教湯文殊堂春祭り

第67回美ヶ原高原開山祭（予定）

第22回たけしノルディックウォーキング
in 余里一里花桃の里

う
え
だ
地
域
イ
ベ
ン
ト
歳
時
記

予定

上旬

11日㈯～
8月28日㈰

中旬

中旬

19日㈰

下旬～
7月中旬

6月

7月
15日㈮～
9月4日㈰ 

16日㈯

16日㈯

中旬

中旬

30日㈯

上田市：サントミューゼ 上田市立美術館

長和町：上田市依田窪プール

青木村：信州昆虫資料館

上田市：霊泉寺温泉

上田市：中心市街地

上田市：中心市街地

魔法の美術館

スポーツレクリエーション祭
「依田窪プールまつり」

夜間昆虫観察会

ワイルドフィットネスチャレンジ
MAD & MUDDY

信州上田祗園祭

第51回上田わっしょい

日　　時

申 込 先

令和4年 5月15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11日㈪～5月9日㈪

東御市　文化・スポーツ振興課　スポーツ係【氏名、住所、年齢、連絡先をお申し込みください。】
☎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2022 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

コース紹介（約8.5km） 芝生広場 ⇒ 白鳥神社 ⇒ 海野宿（折り返し）⇒ 芝生広場

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。

要申込
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