
　上田市丸子地域は平安時代末期の武将、木曽義仲が平家追討のために挙兵したと伝わる地域です。
義仲は上田市丸子地域の依田城に２年ほど居城し、兵馬を集めて京に攻め上ったそうです。
　そんな義仲ゆかりの地である上田市丸子地域で今年、一年を通して「信州丸子義仲祭り」を開催
しており、史跡めぐりなど、様々なイベントを実施しています。来る１０月２３日には、木曽義仲挙兵武
者行列が予定されていますので、皆様もぜひ参加されてはいかがでしょうか。※武者行列の写真は平成29年のものです。 
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この大標柱は、平成3年に丸子町教育委員会が当時「木曽義仲復権の
会」が結成されたことを機に、建立したものです。高さ7ｍ、幅0.9ｍの鉄
骨鉄板張りの三角柱で、白地に黒い文字がくっきりと浮き出て、遠くから
でもよくわかる、立派な標柱です。

「木曽義仲挙兵の地」標柱

問い合わせ先： 
上田市丸子地域自治センター
地域振興課
☎0268-42-1011

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！

　上田地域広域連合では、関係市町村において、広域にわたって処理することが効率的な事務を共同処理する指針となる
「広域計画（令和 5 年度～ 9 年度）」を策定します。策定に当たり、本計画の案について皆様の御意見を募集します。

募集期間／令和4年7月11日（月）～令和4年8月9日（火）
公表場所／上田地域広域連合ホームページ、広域連合事務局企画
課（上田市丸子地域自治センター4階）、上田市政策企画課、東御
市企画振興課、青木村総務企画課、長和町企画財政課、坂城町企画
政策課
内容／上田地域広域連合広域計画（案）の閲覧
対象／上田市・東御市・青木村・長和町・坂城町に在住・在勤等の方
提出方法／所定の様式に氏名・住所・電話番号・御意見を記入の上、
次のいずれかの方法で提出してください。▶窓口への持参／上田

地域広域連合事務局企画課（上田市丸子地域自治センター4階。平
日午前8時30分～午後5時15分、土・日・祝日は1階宿直へお願いし
ます）▶郵送／〒386-0404上田市上丸子1612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企画課 宛▶電子メール
／kikaku@area.ueda.nagano.jp▶ＦＡＸ／0268-42－6740
御意見等の公表／提出いただいた御意見を整理し、御意見に対す
る考え方、広域計画（案）の修正内容について、広域連合事務局で
の閲覧・広域連合ホームページへの掲載により公表します。（個別
の回答は行いません）

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

広域計画（案）に対する御意見を募集します。

7月
6日㈯

7日㈰

11日㈭

11日㈭

12日㈮・
14日㈰
20日㈯

21日㈰

27日㈯

27日㈯

下旬 

開催中
～28日㈰

上田市：上丸子商店街

上田市：丸子総合グラウンドおよび依田川

青木村：青木村総合グラウンド

青木村：信州昆虫資料館

上田市：武石地域総合センター駐車場周辺（予定）

坂城町：びんぐしの里公園

長和町：黒耀石ミュージアム

長和町：ブランシュたかやまスキーリゾート

上田市：サントミューゼ　大ホール

上田市：鹿教湯温泉交流センター

坂城町：鉄の展示館

丸子ドドンコ

信州爆水RUN in 依田川

青木村花火大会

夜間昆虫観察会

第41回信州うえだ武石夏祭り

第４回坂城びんぐしの里 薪能

黒耀石のふるさと祭り

RUN&BEER NAGAWA

第25回上田城跡能

KAKEYU FES ＆花火

第12回新作日本刀・刀職技術展覧会

4日㈭

5日㈮

6日㈯

上田市：塩田・別所地域

上田市：千曲川河川敷

上田市：真田運動公園グラウンド

レイラインバスツアー

第35回信州上田大花火大会

第38回真田まつり

8月

15日㈮～
9月4日㈰
15日㈮～
12月4日㈰
16日㈯

16日㈯

16日㈯

24日㈰

29日㈮～
8月7日㈰
30日㈯

30日㈯

30日㈯

上田市：上田市立美術館

上田市：上田市立美術館

青木村：信州昆虫資料館

上田市：武石温泉うつくしの湯

上田市：依田窪プール

上田市：塩田公民館　大ホール

上田市：アリオ上田店

上田市：上田城跡公園

坂城町

東御市：田中商店街

魔法の美術館

コレクション展Ⅱ 深堀り！？美楽

夜間昆虫観察会

武石よいやさ

依田窪プールまつり

日本遺産セミナー

日本遺産パネル展

第51回上田わっしょい

町民まつり 坂城どんどん

2022 雷電まつり

第11回美ヶ原高原ノルディックウォーキング

あおきむらで遊ぼう

二次元VS日本刀展～鉄の展示館開館20周年記念～

MINIATURE LIFE展2 田中達也 見立ての世界

タチアカネそばの花・実まつり

巨峰の王国まつり

日本遺産関連雨乞い行事「百八手」

獅子舞４団体合同発表会

上田市：美ヶ原高原

青木村：青木村総合グラウンド他

坂城町：鉄の展示館

上田市：上田市立美術館

青木村：ふるさと公園あおき、村内そば作付田

東御市：東御中央公園

上田市：塩田地域

上田市：塩田地域

4日㈰

4日㈰

３日㈯～
11月20日㈰
16日㈮～
10月30日㈰
18日㈰

23日㈮・
24日㈯
23日㈮

24日㈯

湯の丸ヒルクライム2022

松尾神社秋季例大祭大山獅子祭り

女流博物学者メーリアンの世界展

東御市：湯の丸高原

長和町：松尾神社

青木村：信州昆虫資料館

4日㈰

4日㈰

4日㈰～
11月27日㈰

9月

10月
フェスタ イタリアーナ in UEDA

火のアートフェスティバル2022

天空の芸術祭2022

ダッタンそば収穫祭

鹿教湯温泉 食・浴の秋祭り

信州丸子義仲祭「木曽義仲挙兵武者行列」

上田市：サントミューゼ

東御市：芸術むら公園

東御市：芸術むら公園他

長和町：緑の花そば館

上田市：鹿教湯温泉交流センター

上田市：上丸子商店街～安良居神社

1日㈯

8日㈯・
9日㈰
8日㈯～
11月上旬
9日㈰

上旬

23日㈰

う
え
だ
地
域
イ
ベ
ン
ト
歳
時
記

6月10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。
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●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）

　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。火の取り扱いには十分注意して、楽しい夏の思い出を残しましょう。

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!

消防職員を募集します

熱中症を予防して元気な夏を！

夏の火災予防

１ 体内の水分が不足しがちです。
 高齢者は若年者よりも体内の水分量が少ない上、体の老廃物

を排出する際にたくさんの尿を必要とします。

２ 暑さに対する感覚機能が低下しています。
 加齢により、暑さやのどの渇きに対する感覚が鈍くなります。

３ 暑さに対する体の調節機能が低下します。
 高齢者は体に熱がたまりやすく、暑い時には若年者よりも循

環器系への負担が大きくなります。

高
齢
者
は
特
に

注
意
が
必
要
で
す

70代以上から救急搬送される人が急激に増え、
中等症以上の割合も高くなります！

発生場所は、自宅内が１位！
家の中でも熱中症になる危険があります。

受験手続

試験の区分・種類・受験資格等 採用予定人員：若干名
種　類

高等学校
卒業程度

区　分

消防職

受　験　資　格

平成 6 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

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。その他の方は、上田地域広域連
合指定の履歴書を使用してください。

③ 履歴書別紙
④ 404円分（簡易書留代金を含む）の切手を貼付した定

形封筒（長形3号120㎜×235㎜）
※試験結果の通知に使用します。必ず指定された規格の封筒を使用し、

表面に受験申込者の郵便番号・住所・氏名を記入してください。
※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、

上田地域広域連合のホームページからダウンロードできます。また、
上田地域広域連合消防本部総務課、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
①日時／ 令和4年9月1８日㈰
  午前８時受付開始、午前８時３０分試験開始
②場所／ 上田市丸子福祉センター
  （上田市上丸子１６００番地１）

採用予定日 令和 5 年 4 月 1 日

※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。

※ただし、次のいずれかに該当する人は受験できません。①日本国籍を有しない人 
②地方公務員法第１６条各号（欠格条項）のいずれかに該当する人

①受験申込先／上田地域広域連合 消防本部 総務課（上田市大手
二丁目７番１６号 消防本部庁舎２階）

②受付期間／令和４年８月１日㈪から８月７日㈰まで（土曜日・日
曜日も受け付けます。）

③受付時間／午前９時から午後５時まで（ただし、正午から午後１
時までは除きます。）

④受験申込／受付時に第１次面接（履歴書記載事項や志望理由な
どの確認）を行いますので、必ず受験者本人が必要書類を持参し
てください。郵送は受け付けません。

熱中症の予防には、水分補給と暑さを避けることが大切です

自宅内
46％

就業中
2％

運動競技等
2％

その他
7％

外出中
19％

農作業等
24％

70歳以上における発生場所の割合
（過去３年間の累計）

熱中症疑いによる年代別救急搬送人員と中等症以上の割合
（過去３年間の累計）
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問い合わせ先：総務課 ☎0268-43-8811

　令和 4 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24日に開催
され、3 件の議案が同意・可決されました。

　上田地域広域連合長の任期満了に伴い、上田地域広域連合長選挙が令和 4 年 4 月 9 日に
行われました。関係市町村長の投票により、土屋陽一上田市長が選出されました。

上田地域広域連合長に土屋上田市長が選出されました

土屋陽一 広域連合長

事　件　決　議

●高規格救急自動車の購入（３台）
契約金額 108，570 千円
契約の相手方 長野トヨタ自動車株式会社

　上田地域広域連合議会議員のうち、上田市議会選出議員13人の改選がありました。令和4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）

上田市議会選出議員の改選がありました

議会代表者会

保健福祉委員会総務委員会

座　長 西沢　逸郎（上田市）
 久保田由夫（上田市）
 半田　大介（上田市）
 長越　修一（東御市）
 金井とも子（青木村）
 森田　公明（長和町）
 大森　茂彦（坂城町）

委員長 久保田由夫（上田市）
副委員長 金井とも子（青木村）
 髙田　　忍（上田市）
 矢島　昭徳（上田市）
 堀内　仁志（上田市）
 山崎　康一（東御市）
 西沢　逸郎（上田市）
 長越　修一（東御市）
 渡辺　久人（長和町）
 尾島　　勝（上田市）
 大森　茂彦（坂城町）

委員長 半田　大介（上田市）
副委員長 佐藤　千枝（東御市）
 松山賢太郎（上田市）
 窪田　俊介（東御市）
 松澤　正登（青木村）
 斉藤　達也（上田市）
 齊藤加代美（上田市）
 森田　公明（長和町）
 古市　順子（上田市）
 飯島　伴典（上田市）
 塩野入　猛（坂城町）

議　長 佐藤　論征（上田市）
副議長 長越　修一（東御市）

人　　事

　監査委員の任期満了及び広域連合議員の改選に伴い、
次の委員が選任されました。（敬称略）
　監査委員　手塚　明（上田市）
　監査委員　西沢　逸郎（上田市議会選出）

●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　金山　睦夫（長和町）

●公平委員の選任

※議長は、議会の運営上、常任委員会の委員を辞退しています。
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53No.連載
ごみの減量に引き続き御協力をお願いいたします。

　令和 3 年度における上田地域全体（上田市、東御市、青木村、長和町）での可燃ごみ排出量は 38,999トンで、
令和 2 年度に比べ 271ｔ（0.7%）増加してしまいました。

　上田地域全体の可燃ごみ排出量
の内、紙・布類が約半分を占めて
います。新聞紙、雑誌、紙パック等
の紙類は資源として分別し、衣服等
の布類については、知人等に譲るよ
うにしましょう。資源物や不要になっ
た物をごみとして出すのでなく、リ
サイクルやリユースへ回すことでご
みの減量に繋がります。引き続き御
理解御協力をお願いいたします。
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（ｇ/人/日）（ｔ/年） 可燃ごみ排出量の推移

H29 H30 R1 R2 R3

39,65339,653 39,16239,162 39,72739,727 38,72838,728 38,99938,999

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）

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。
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環境影響評価方法書に対し、御意見をお寄せいただきありがとうございます。

　5 月中旬から環境影響評価方法書の縦覧及び住民説明会を実施しました。説明会や意見書で出された様々な御
意見を踏まえ、より環境に配慮した事業となるよう取り組んでまいります。
　なお、説明会の会議概要については、7 月中に広域連合ホームページへ掲載します。

1. 申込方法

　「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。

記入例を参考に申込してください。（必ず往復はがきをお使いください）
　【受付期間】 令和 4 年 7 月 1 日（金）から令和 4 年 8 月３１日（水）まで（当日消印有効）
　【配 布 数】 約 2,500 袋の予定です。
　【配 布 額】 1 袋当たり袋代として５０円（1 袋１８kg）
　【注意事項】 申込は 1 世帯 1 通 4 袋まで（申込者多数の場合は希望数を配布できない場合があります）

〈記入例〉

2. 配布日

令和 4 年１１月以降を予定しています。（配布日等は１０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

ご自分の住所
ご自分の名前　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。
　申込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 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（１～４袋までの数を記入し

てください）ご自分の住所と
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）

問い合わせ先：清浄園　☎0268-２２-２３３９

～安心して介護サービスをご利用いただくために～

　介護相談員派遣事業は、上田地域広域連合長から委嘱を受けた介護相談員が、介護施設等（64施設）を利用さ
れている方やその御家族から、介護サービスに関する不安などをお聴きし、施設や行政へ橋渡しをするなど、問題
の改善・解決に向けた手助けを行っています。お気軽にご相談ください。

問い合わせ先：介護障がい審査課　☎0268-43 -8813

私たち介護相談員がお聴きします

関　美佐子 宮原　　宏 若林　雅一 金井　幸雄 杉﨑　千代

塩崎　和男 沓掛　明子 菅野　益枝 田中　美惠子 橋詰　則子

せき

しおざき かずお くつかけ あきこ すがの ますえ たなか みえこ はしづめ のりこ

みさこ みやはら ひろし わかばやし まさかず かない ゆきお すぎざき ちよ

抽選で10人の方にプレゼント

【応募方法】 はがき又は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8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、①8841②分別③たき
火でした。応募総数351通の中から、10人の
方に、上田市丸子地域の「木曽義仲お菓子セッ
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。

＜特産品の紹介＞
上田市丸子地域の老舗菓子店、和洋菓子さわむらの人気
商品です。「義仲のかぶと」は50年以上前から店頭を飾
るロングセラー商品。かぶとの形をした可愛らしい皮に、
地元産のくるみを使った小豆あんがたっぷり詰まってい
ます。甘すぎず食べやすいので、手土産にもオススメで
す。（和洋菓子さわむら☎0268-42-2522）

（広報紙をよく読んでね！ 〇には1文字・数字が入ります）

① 信州丸子地域は木曽〇〇が平家追討のため挙兵
したといわれる地域です。

② 熱中症疑いによる年代別救急搬送人員の約〇
〇％は70歳以上です。

③ 令和3年度における上田地域全体の可燃ごみ排
出量は、令和2年度に比べ0.7％〇〇しました。

【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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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

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ます。
※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）

★夏の星座解説 ★ぼくたち惑星８兄弟
★クレヨンしんちゃん  ★ジュラシックヒーローズ

夏の企画展

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。

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。

7月・8月

★秋の星座解説 ★宇宙はノンストップ ★クレヨンしんちゃん ★ジュラシックヒーローズ9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

時間：9:30～11:30　　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 5 年生以上なら子どもだけでも可）

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：８月３日㈬まで
※当日1F「鉱物・岩石・化石」展示室にて受付しますので直接
会場にお越しください。

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）

8/6土 子ども地質こうざ
「長野県の石」の
プレパラートを作ろう

8/28日
昔ばなし語りの会
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

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。
会場：4F 科学実験室
電話申込：８月２４日㈬まで

8/27土  蝶の観察

地層の観察と鉱物採集をします。
会場：丸子公園
電話申込：７月１７日㈰～
　　　　　９月１４日㈬まで

9/17土
鉱物の採集

空力翼艇を作りながら、飛行機の翼の形を理解して、
楽しく飛ばしてみましょう。
協力：宇宙航空開発機構（JAXA）宇宙センター
会場：4F 科学実験室
電話申込：８月２１日㈰～１０月１９日㈬まで

10/22土  コズミックカレッジ
「空力翼艇を作って飛ばそう」

時間：13:30～15:00
会場：1F エントランスホール

7/9土・8/13土・9/10土・10/8土
おもしろ・ふしぎ体験広場

時間：10:00～15:30
会場：上田創造館 全館

8/1月・2火
ふしぎ・なるほど・おもしろ
サイエンス in 上田創造館2022

おもちゃ病院も同時開院！

参加無料

マジカルクッキング

8/27土

参加無料

夏の星空の動き
「夏休みになったら見てみたい流れ星」
8/6土 秋の星空のお話9/3土

「秋と言ったらお月見、そのわけは？」
秋の星座と神話10/1土

「秋の夜空は、もの悲しい
　　　　　　　　…そんな夜に」

夏の夜空散歩「天上の宝石アルビレオ」

8/27土

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）

6月10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3日㈪は休館日となります

時間 ： 19:30～21:30　会場：屋上 天体観測室
定員 ： 19:30～ ３０名／20:30～ ３０名（交代制）
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。

　　　　　　 巡回展
「ノーベル賞を受賞した日本の科学者」

7月～9月

新番組７月2日㈯スタート

「ふしぎなゼリーを作ろう！」
～ゼリーのなぞ～　

電話申込：８月２４日㈬まで

11/26土「ホットプレートでスイートポテトを
作ろう！」～おいものへんしん～　

電話申込：１１月２３日㈬まで

入場無料

時間：10:00～15:30　会場：2F 美術館
共催：独立行政法人 国立科学博物館
協力：一般社団法人 全国科学博物館振興財団
※開催日時が変更になる場合がございます。

入場無料 事前申込

ポリ袋で凧を作り、
長池公園で
凧あげをします。

会場：4F 科学実験室
電話申込：９月４日㈰～１１月２日㈬まで

11/5土  グニャグニャ凧を作ろう

9月17日㈯～19日㈪、23日㈮～25日㈰

7月30日㈯～8月11日㈭
子どもも大人も全員無料！！

子どもも大人も全員無料！！

星空解説

◆詳細は
　後日発

表！

7/30土～8/28日

入場無料 事前申込

◆詳細は後日発表！

地元の高校生・大学生、地域の皆さんと一緒に実験を
通して、科学のふしぎを体験しよう！

科学っておもしろい！

イベントの様子

ちびっ子から大人
まで

楽しめます！

©U／ F・S・A・A

投映時間：土曜日  13:30 ～ /15:00 ～、日曜日・祝日  11:00 ～ /13:30 ～ /15:00 ～　会場：４Ｆプラネタリウム室

投映時間：平日・土曜日  13:30 ～ /15:00 ～、日曜日・祝日  11:00 ～ /13:30 ～ /15:00 ～　会場：４Ｆプラネタリウム室
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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！

　上田地域広域連合では、関係市町村において、広域にわたって処理することが効率的な事務を共同処理する指針となる
「広域計画（令和 5 年度～ 9 年度）」を策定します。策定に当たり、本計画の案について皆様の御意見を募集します。

募集期間／令和4年7月11日（月）～令和4年8月9日（火）
公表場所／上田地域広域連合ホームページ、広域連合事務局企画
課（上田市丸子地域自治センター4階）、上田市政策企画課、東御
市企画振興課、青木村総務企画課、長和町企画財政課、坂城町企画
政策課
内容／上田地域広域連合広域計画（案）の閲覧
対象／上田市・東御市・青木村・長和町・坂城町に在住・在勤等の方
提出方法／所定の様式に氏名・住所・電話番号・御意見を記入の上、
次のいずれかの方法で提出してください。▶窓口への持参／上田

地域広域連合事務局企画課（上田市丸子地域自治センター4階。平
日午前8時30分～午後5時15分、土・日・祝日は1階宿直へお願いし
ます）▶郵送／〒386-0404上田市上丸子1612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企画課 宛▶電子メール
／kikaku@area.ueda.nagano.jp▶ＦＡＸ／0268-42－6740
御意見等の公表／提出いただいた御意見を整理し、御意見に対す
る考え方、広域計画（案）の修正内容について、広域連合事務局で
の閲覧・広域連合ホームページへの掲載により公表します。（個別
の回答は行いません）

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

広域計画（案）に対する御意見を募集します。

7月
6日㈯

7日㈰

11日㈭

11日㈭

12日㈮・
14日㈰
20日㈯

21日㈰

27日㈯

27日㈯

下旬 

開催中
～28日㈰

上田市：上丸子商店街

上田市：丸子総合グラウンドおよび依田川

青木村：青木村総合グラウンド

青木村：信州昆虫資料館

上田市：武石地域総合センター駐車場周辺（予定）

坂城町：びんぐしの里公園

長和町：黒耀石ミュージアム

長和町：ブランシュたかやまスキーリゾート

上田市：サントミューゼ　大ホール

上田市：鹿教湯温泉交流センター

坂城町：鉄の展示館

丸子ドドンコ

信州爆水RUN in 依田川

青木村花火大会

夜間昆虫観察会

第41回信州うえだ武石夏祭り

第４回坂城びんぐしの里 薪能

黒耀石のふるさと祭り

RUN&BEER NAGAWA

第25回上田城跡能

KAKEYU FES ＆花火

第12回新作日本刀・刀職技術展覧会

4日㈭

5日㈮

6日㈯

上田市：塩田・別所地域

上田市：千曲川河川敷

上田市：真田運動公園グラウンド

レイラインバスツアー

第35回信州上田大花火大会

第38回真田まつり

8月

15日㈮～
9月4日㈰
15日㈮～
12月4日㈰
16日㈯

16日㈯

16日㈯

24日㈰

29日㈮～
8月7日㈰
30日㈯

30日㈯

30日㈯

上田市：上田市立美術館

上田市：上田市立美術館

青木村：信州昆虫資料館

上田市：武石温泉うつくしの湯

上田市：依田窪プール

上田市：塩田公民館　大ホール

上田市：アリオ上田店

上田市：上田城跡公園

坂城町

東御市：田中商店街

魔法の美術館

コレクション展Ⅱ 深堀り！？美楽

夜間昆虫観察会

武石よいやさ

依田窪プールまつり

日本遺産セミナー

日本遺産パネル展

第51回上田わっしょい

町民まつり 坂城どんどん

2022 雷電まつり

第11回美ヶ原高原ノルディックウォーキング

あおきむらで遊ぼう

二次元VS日本刀展～鉄の展示館開館20周年記念～

MINIATURE LIFE展2 田中達也 見立ての世界

タチアカネそばの花・実まつり

巨峰の王国まつり

日本遺産関連雨乞い行事「百八手」

獅子舞４団体合同発表会

上田市：美ヶ原高原

青木村：青木村総合グラウンド他

坂城町：鉄の展示館

上田市：上田市立美術館

青木村：ふるさと公園あおき、村内そば作付田

東御市：東御中央公園

上田市：塩田地域

上田市：塩田地域

4日㈰

4日㈰

３日㈯～
11月20日㈰
16日㈮～
10月30日㈰
18日㈰

23日㈮・
24日㈯
23日㈮

24日㈯

湯の丸ヒルクライム2022

松尾神社秋季例大祭大山獅子祭り

女流博物学者メーリアンの世界展

東御市：湯の丸高原

長和町：松尾神社

青木村：信州昆虫資料館

4日㈰

4日㈰

4日㈰～
11月27日㈰

9月

10月
フェスタ イタリアーナ in UEDA

火のアートフェスティバル2022

天空の芸術祭2022

ダッタンそば収穫祭

鹿教湯温泉 食・浴の秋祭り

信州丸子義仲祭「木曽義仲挙兵武者行列」

上田市：サントミューゼ

東御市：芸術むら公園

東御市：芸術むら公園他

長和町：緑の花そば館

上田市：鹿教湯温泉交流センター

上田市：上丸子商店街～安良居神社

1日㈯

8日㈯・
9日㈰
8日㈯～
11月上旬
9日㈰

上旬

23日㈰

う
え
だ
地
域
イ
ベ
ン
ト
歳
時
記

6月10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。
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