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　標高１,３００m に位置する武石番所ヶ原スキー場は、サラサラのパウダースノーが特徴です。
　全長１km のゲレンデは、カービングターンに最適な１ 枚バーンのゲレンデで見渡せるため、ご家族の
皆さんで楽しめ、小さなお子様からシニアの方まで、地域に愛されるファミリースキー場です。
　今年の冬は、武石番所ヶ原スキー場でスキーやスノーボードを楽しんではいかがでしょうか。

武石番所ヶ原スキー場
リフト券割引キャンペーン‼

●期　間…令和 4年12月24日㈯（オープン予定）～
　　　　　令和 5年 3 月26日㈰
●時　間…午前 8時30分～午後 4時
●問合せ…武石番所ヶ原スキー場
　　　　　☎0268-86-2213
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　武石番所ヶ原スキー場のゲレンデリフト券の割引キャン
ペーンを行います！リフト１日券を１人当たり１，０００円割引
で販売します。詳細はQRコードからご確認ください。

上田市HP

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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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
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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！

広域行政モニターを募集します
　上田地域広域連合では、よりよい広域行政を推進するため、地域にお住まいの皆さまの声をお聴きする「広域
行政モニター」を募集します。主な役割は、広域広報紙や、広域連合が実施する事務事業などについてご意見や
ご提言をお寄せいただくものです。皆さまのご応募をお待ちしております。

応募資格： 上田市、東御市、青木村、長和町、坂城町在住で、
 満20歳（令和5（2023）年4月1日現在）以上の方
募集人数： １５人（各市町村1 ～ 5人程度を目安とします）
任　　期： 2年間（令和5（2023）年4月1日から令和7（2025）年3月31日まで）
活動内容： 年1回ほどの全体会議、年4回のアンケート回答　等
応募方法： 右の①から⑧の事項を明記のうえ、はがき、ＦＡＸ又はＥメールのいずれかで

ご応募ください。
募集期限： 令和5年2月8日㈬必着
そ の 他： 要綱に基づき謝礼を支給いたします。（お気軽にお問い合わせください）
◆応募・問い合わせ先： 上田地域広域連合事務局  企画課「モニター募集係」宛 
  ☎0268-43-8818  FAX42-6740
  Ｅメール :kikaku@area.ueda.nagano.jp

※ご提供いただいた個人情報については、本件に関することにのみ使用するものであり、厳重に取り扱います。

①郵便番号
②住所
③氏名（ふりがな） 
④年齢
⑤性別
⑥職業
⑦電話番号
　Ｅメールアドレス（任意）
⑧応募理由（2、3 行で）

あなたの声を
聞かせてください

※ご提供いただいた個人情報については、本件に関することにのみ使用するものであり、厳重に取り扱います。
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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
７日㈫～
３月26日㈰

8日㈬～
12日㈰

10日㈮～
12日㈰

12日㈰ 

18日㈯ 

19日㈰ 

19日㈰ 

下旬

23日(木・祝)

25日㈯～
26日㈰

坂城町：鉄の展示館・ふるさと歴史館

上田市：別所温泉街（北向観音堂、大門通りほか）

長和町：ブランシュたかやまスキーリゾート

上田市：真田町長戸沢地区

上田市：丸子文化会館 セレスホール

上田市：武石番所ヶ原スキー場

長和町：ブランシュたかやまスキーリゾート

長和町：信州立岩和紙の里

東御市：東御市文化会館 サンテラスホール

長和町：ブランシュたかやまスキーリゾート

坂城のお雛様～江戸から現代まで～

第4回上田氷灯ろう夢まつり

HEADニューモデル試乗会

戸沢のねじと馬ひき

シリーズ文化講演会（第1回）

スキーこどもの日

スキーこどもの日

信濃雪中そば祭り

どんどこ！巨大紙相撲大会 雷電東御場所千秋楽（大会）

ブラたか祭り

中旬

15日㈰

15日㈰

29日㈰

28日㈯～
29日㈰

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

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

東御市：東御市中央公民館 講堂

プラチナウイーク

スキーこどもの日

スキーこどもの日

ホストタウン 中国雑技公演会

どんどこ！巨大紙相撲大会 ワークショップ

3日㈮
（予定）

3日㈮

3日㈮

3日㈮

5日㈰

青木村大節分祭

北向山節分会追儺式

生島足島神社節分追儺祭

山家神社節分厄除大祭

第22回うえだ子ども文化祭

2月

1日㈯～
9日㈰

8日㈯

上田市：上田城跡公園

上田市：鹿教湯薬師堂

第20回上田城千本桜まつり

鹿教湯温泉薬師堂花祭り1日㈬～
26日㈰ 東御市：海野宿

海野宿ひな祭り

3月

4月

4日㈯

5日㈰

5日㈰

中旬

18日㈯ 

18日㈯ 

19日㈰

19日㈰ 

下旬～
4月中旬（開花期）

上田市：サントミューゼ 大ホール

東御市：湯の丸スキー場

長和町：ブランシュたかやまスキーリゾート

上田市：長瀬地区　延命寺周辺

上田市：真田中央公民館 大ホール

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

長和町：ブランシュたかやまスキーリゾート

上田市：信州国際音楽村

シリーズ文化講演会（第2回）

第60回湯の丸スキー大会

GS大会

延命地蔵尊春祭り

シリーズ文化講演会（第3回）

ブランシュモーグル大会

スキーこどもの日

スキーこどもの日

信州国際音楽村すいせん祭り

青木村：青木村役場駐車場

上田市：北向観音

上田市：生島足島神社

上田市：山家神社

上田市：サントミューゼ 大ホール
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上田地域広域連合議会10月定例会

議　会　報　告
　令和 4 年１０月上田地域広域連合議会定例会が、
上田市丸子地域自治センター 4 階議場において、
１０月２５日から１０月２７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 3 年度
決算の認定等、6 件の議案が提出され、すべて可
決・認定されました。

広域連合議会を傍聴してみませんか
　広域連合議会 2 月定例会が、令和 5 年 2 月２０日（月）から 2 月２２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。

請 願 ・ 陳 情 に つ い 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 5 年 1 月２７日（金）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

令 和 ３ 年 度 決 算 認 定
　令和３年度一般会計及び特別会計（３会計）の決算が認定されました（詳細は３ページをご覧ください）。

令 和 ４ 年 度 補 正 予 算
○上田地域広域連合一般会計補正予算（第 1 号）
　世界的な化石燃料の高騰や円安の進展を主な要因とする電気料金の急激な値上がりに対応するため、上田、
丸子、東部の各クリーンセンター及び清浄園について、光熱水費を 54,992 千円増額補正しました。
○上田地域広域連合消防特別会計補正予算（第 1 号）
　上記の一般会計補正予算と同様の理由から、消防本部及び管内の各消防署について、　光熱水費を 5,332 千
円増額補正しました。

歳  出
46億7,177万

1千円

歳  入
49億2,469万

4千円

令和3年度　上田地域広域連合　決算状況

●上田市負担金
 27億9,175万6千円
●東御市負担金
 7億2,168万2千円
●青木村負担金
 1億2,079万9千円
●長和町負担金
 2億1,505万円0千
●坂城町負担金
 366万円0千

使用料及び手数料（7.1％）

3億5,010万1千円
●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

消防特別会計（53.1％）

24億7,838万5千円
●上田中央消防署救助工作車購入
●川西消防署災害対応特殊救急自動車購入 など

介護保険特別会計（4.3％）

2億円
●要介護認定調査・審査会経費 など

ふるさと基金特別会計（1.9％）

9,006万7千円
●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
医療従事者確保事業、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）

繰越金（5.4％）

2億6,757万6千円
●前年度繰越金

連合債（2.2％）

1億880万円
●消防施設整備事業債　

財産収入（0.1％）

286万4千円
●土地等貸付料
●基金運用収入

諸収入（3.0％）

1億4,647万1千円
●地方交付税配分金（消防設備、

クリーンセンター改修等に伴う
起債償還に対して交付税措置
されたもの） など

県支出金（0.003％）

13万円

分担金及び負担金（78.2％）

38億5,294万7千円

一般会計（40.7％）
19億331万8千円

特別会計（59.3％）
27億6,845万3千円

清浄園費（4.8％）

2億2,180万5千円
●焼却設備修繕 など

クリーンセンター費（23.1％）

10億7,788万5千円
●上田クリーンセンター費
　（排ガス処理設備修繕 など）
　5億5,892万5千円
●丸子クリーンセンター費
　（焼却設備修繕 など）
　2億9,224万5千円
●東部クリーンセンター費
　（焼却設備修繕 など）
　2億2,671万5千円

創造館費（2.2％）

1億202万3千円
●指定管理料 など

大星斎場費（1.6％）

7,490万6千円
●指定管理料、火葬炉設備修繕 など

依田窪斎場費（0.8％）

3,771万5千円
●指定管理料、火葬炉設備修繕 など

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（8.3％）

3億8,898万5千円
●図書館情報ネットワーク事業
●障害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

繰入金（2.8％）

1億3,722万5千円
●ふるさと基金繰入金
●老人福祉基金繰入金

※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。

国庫支出金（1.2％）

5,858万円

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）

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）
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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。

　上田地域の各市町村では、ペットボトルや空き
ビン、空き缶、紙パック等は資源ごみとして分別
収集していますが、可燃ごみとして捨てられてし
まっているケースも見受けられます。

　資源ごみは正しく分別することで、リサイクルルート
にのせられ、再利用されます。つまり、一番最初の分
別次第で、資源ごみが有効利用されるのか、それとも、
ただのごみになってしまうのかが決まります。
　限られた資源を無駄にしないためにも分別の徹底を
心掛けてみませんか？

え！ そこに捨てますか？

もえる
ゴ ミ

119こちら消防本部

お
知
ら
せ

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

※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。

2職員の給与の状況
❶ 人件費の状況　（令和 3 年度決算額）

勤務時間、休憩時間の状況（令和 3 年4月1日現在、標準的なもの）

❷ 職員給与費の状況　（令和 3 年度決算額）

令和 4 年度
採用者数

令和3 年度
退職者数

8人 6人

圏域内住民基本台帳人口（令和 3 年度末）
208,087人

人件費（B）
2,293,486千円

人件費率（B/A）
49.1% 

3職員の勤務時間とその他の勤務条件の状況

1週間の勤務時間
38時間45分

勤務時間
8：30～17：15

休憩時間
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

7職員の福祉及び利益の保護の状況

5職員の服務の状況

4職員の分限及び懲戒処分の状況

※職員数は令和 3 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。

職員数
（A）

243人

給　　与　　費

939,921千円 249,848千円 379,267千円 1,569,036千円
給　料 職員手当 期末・勤勉手当 計（B）

1人当たり給与費
年額（B/A）

6,457千円

❶ 公務災害の認定状況 ❷ 不利益処分に関する不服申し立ての状況など
区　分

公 務 災 害
通 勤 災 害

認定件数
2件
0件

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 ❷ 職員の勤務評定の状況

区　分
一 般 研 修
職 場 研 修
専 門 研 修

内　　　　容
新規採用研修、係長研修　など
交通安全研修・ハラスメント研修　など
職種別研修、他機関主催の専門研修　など

延人数
5人

129人
26人

区　　分
勤務条件に関する措置の要求の状況
不利益処分に関する不服申し立ての状況

件　数
0件
0件

従事の状況
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
自ら営利を目的とする私企業を営むもの
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）      

許可数
0人
2人
4人

評定の時期

評定の
対象期間

評定の対象者

年２回

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

全職員（育児休業等の職員を除く）

※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。

❷ 職員数の状況（各年度4月1日現在）

区　分
令和 4 年度
令和 3 年度
増  減  数

事務局 斎場・清浄園・クリーンセンター 消　防 合　　計
24人
24人
0人

13人
14人

△ 1人

207人
205人

2人

244人
243人

1人

上田地域広域連合人事行政の運営等の状況
　「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 3 年度の概要
をお知らせします。

❸ 職員互助会の設置及び活動状況 主な事業

職員が負担する会費

令和 3 年度決算の状況

慶弔費支給分、体力向上事業

給料月額の1000分の3

歳入 8,660千円（うち広域連合からの補助金1,839千円）
歳出 6,415千円

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。

分限処分
人　数

1人

内　訳

降任 0人
免職 0人
休職 1人

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。

懲戒処分
人　数

0人

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。

歳出額（A)
4,671,771千円

問い合わせ先：総務課　☎0268-43-8811

　上田地域広域連合消防本部は、昭和４７年４月１日に上小地域
広域行政事務組合消防本部として発足し、５０周年を迎えることが
できました。これを記念して、令和４年１１月２４日、上田創造館
において式典を開催いたしました。
　式典では、今から３０年前（平成４年）の２０周年の際に、その
記念事業の一環として封印されたタイムカプセルを開封し、当時
を懐かしむと共に、今まで積み重ねてきた経験・知識・技術を引
き継ぎ、更なる安全安心な地域づくりに尽力することを誓いました。

広域消防発足５０周年記念式典開催される

広域消防発足５０周年記念式典の様子
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　上田地域広域連合では、構成市町村の上
田市、東御市、青木村及び長和町における
介護保険事務のうち、介護認定調査事務及
び介護認定審査会の運営に関する事務につい
て共同処理を実施しています。
　４市町村の介護保険申請窓口において介護
認定申請書を受理した後、上田地域広域連
合の介護認定調査員が訪問し、認定調査を
実施します。その後、主治医からの意見と併
せて介護認定審査会にて審査判定を行います。

　令和 3 年度における介護認定審査会による
審査判定の状況は、前年度と比べて1,189件

（12.4％）増の 9,575 件の審査判定が行われ
ました。

　上田地域広域連合では、介護認定調査員
及び介護認定審査会委員への研修等を行い、
資質の向上を図り、公平・公正で的確な介護
認定事務の実施に努めています。

※介護度別の割合は小数点第2位を四捨五入しているため、
　合計値が１００％となっていません。

介護認定審査会での審査判定状況

問い合わせ先：介護障がい審査課 ☎0268-43 -8813

令和 3 年度
審査判定件数

9,575 件

要支援 1
12.4％

自立 0.1％

要支援 2
12.2％

要介護 1
21.8％

要介護 2
16.1％

要介護 3
13.0％

要介護 4
14.3％

要介護 5
10.2％

介護度

自　立

要支援 1

要支援 2

要介護 1

要介護 2

要介護 3

要介護 4

要介護 5

合　計

件  数

12

1,189

1,166

2,085

1,543

1,240

1,366

974

9,575

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、2月13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10月号の答えは、①ねずみ②漏えい
③9104でした。応募総数233通の中から、10
人の方に、上田市特産品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。

＜プレゼント紹介＞
秋から冬をテーマに商品を揃えさせていただきまし
た。美味しい秋のお菓子に、地元料亭の調味料。信州
サーモンを使ったディップを添えれば、いつもの食卓
もちょっと豪華に。年末年始に、ぜひお楽しみくださ
いませ。（上田市観光会館売店☎0268-25-4403）

（広報紙をよく読んでね！ 〇には1文字・数字が入ります）

① 資源ゴミは正しく分別することでリサイクルルートに
のせられ、〇〇〇されます。

② スマートフォンやモバイルバッテリーなどに使用され
ている〇〇〇〇〇〇〇電池からの火災に注意しま
しょう。

③ 令和3年度における介護認定審査会による審査判定
件数は〇〇〇〇件でした。

【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。

　スマートフォン、モバイルバッテリーなどに使用されているリチウムイオン電池からの火災が全国的に増加し
ています。上田広域消防本部管内で発生した事例を紹介します。

　車のダッシュボード上で、モバイル
バッテリーのリチウムイオン電池内が
ショートして出火したものです。

※温度差が大きいと電池内が破損し、ショー
トする可能性があります。車内やホットカー
ペットの上など、高温になる場所には置か
ないようにしましょう。

※「ショート」とは、電気が決められた道を通
らずに近道して、大量に流れることです。

※お住まいの地域のゴミ回収方法をよく確認
し、不燃ゴミ等に混ぜて廃棄するのは絶対
にやめましょう。

　令和４年１１月９日、上田地域広域連合消防本部で初
期消火活動等に貢献していただいた方に対し、上田地域
広域連合消防長から感謝状が贈呈されました。
　これは、令和４年６月２５日に東御市祢津で発生した建
物火災で、近隣住民による早期１１９番通報と初期消火、
福祉施設職員により人命救助が行われたものです。迅速
な対応により、負傷者が発生することなく、被害を最小
限に抑えることができました。

『リチウムイオン電池』からの火災にご注意

初期消火活動に貢献された方へ感謝状贈呈

感謝状の贈呈

●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）

車内に置き忘れたモバイルバッテリーから出火事 例１

　不燃ゴミと一緒に廃棄されたモバ
イルバッテリーが破損し、リチウムイ
オン電池が発熱して、周囲のゴミとと
もに焼損したものです。

①電気製品が安全性を満たしていることを示す「ＰＳＥマーク」　　又は　　 が付いている製品を使いましょう。
②各機器を購入したときに付属している充電器や、メーカー指定の充電器を使用しましょう。
③膨張、異音、異臭などの異常が生じたものを使用するのはやめましょう。

不燃ゴミ回収中の清掃車から煙が出る事 例 2

「リチウムイオン電池」からの火災を防ぐポイント！

焼損した車内 焼け溶けたダッシュボード中央にある
焼損したモバイルバッテリー

焼損した
モバイルバッテリー

清掃車の荷室内で焼損したゴミ 潰れて焼損したモバイルバッテリー
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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・祝日上田創造館だより1月～3月

12月29日㈭～令和5年１月3日㈫は年末年始休業のため休館。2月6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。

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）

★冬の星座解説 ★ムーンライトアドベンチャー
★ジュラシックヒーローズ ★クレヨンしんちゃん

冬の企画展

冬の企画展「はやぶさ２のミッションにチャレンジ」開催記念

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

©U／ F・S・A・A

キーボード生演奏と
星空の世界をお楽しみください。

夜空を見上げて春を待ちましょう。

イベント参加者募集 事前申込

特別企画「はやぶさ２ トークセッション」

1月・2月

★春の星座解説 ★ミラクルプラネット ★クレヨンしんちゃん ★ジュラシックヒーローズ3月

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。

おもりのついたモーターをブラシに取り付けて
振動で動く動物を作ってレースをしよう！
時間 ： 午前コース 10:00～11:30
  午後コース 13:00～14:30
会場 ： 1F 文化ホール・ホワイエ　　定員：各コース１２組
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：1月25日㈬まで

1/28土
モーターの振動で動く動物を作ろう

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

2/11土・3/11土
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語り。
時間：13:30 開演　会場：1F 民俗資料館

1/29日
新春昔ばなし語りの会

1/14土～1/29日

参加無料 当日受付

特別企画ワークショップ

参加無料

冬の星座と神話
冬の夜空、星と星をつなげてみると

2/4土
10:00～11:00

春の星座と神話
夜空に広がる星たちが春を迎える

3/18土
10:00～11:00

冬の星空散歩。「宵の明星」と、冬から春の星座探し
2/18土 18:00～21:00

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）

おもちゃ病院も
同時開院！

展　示

時間：10:00～15:30　会場：2F 美術館

※詳細は当館ＨＰまたはイベント案内チラシをご覧ください。

■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

～絵手紙にまごころを託して～
絵手紙展

発明・アイデア作品展

絵手紙展作品募集
募集期間：1月21日㈯～2月12日㈰必着
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）

発明・アイデア作品展作品募集

作品・試作品などを募集します

少し工夫して作った！これは便利★簡単アイデアがひらめいた！
研究開発をして素晴らしい物を作りました！ ｅｔｃ

●最優秀賞の他、応募者全員に参加賞を進呈します。（団体は1団体1個）
※詳細は当館ＨＰまたはイベント案内チラシをご覧ください。

作品募集期間：2月5日㈰まで！

昨年の様子

入場無料

2/18土～2/26日

時間：9:00～17:00
会場：1F エントランスホール

3/4土～3/12日
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

入場
無料

1/22日

出演 ： 中澤 暁氏（JAXA／はやぶさ２プロジェクトサブマネージャー）山浦雄一氏（元JAXA理事／上田創造館名誉館長）
協力 ： 宇宙航空研究開発機構（JAXA）／JAXA宇宙科学研究所はやぶさ２プロジェクト）
◆１月２２日㈰のプラネタリウム投映（11:00～/13:30～/15:00）は休止となります。

令和5年度おもしろ科学少年団
【活 動 日 時】 令和5年5月～令和6年3月までの1年間
 （毎月1回 土曜日 9：30～11：30）

【受 付 期 間】 4月8日㈯12：00必着
 郵送先／〒386-1102 上田市上田原1640 上田創造館宛

【受 付 方 法】 郵送のみ［電話受付不可／お申込み者多数の場合は抽選］
 ※4月8日㈯ 9：00～12：00の日時限定で上田創造館受付窓口横に設置の応募投函箱でも受付します。

【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 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）

おもしろ科学少年団

活動見学会

団員を募集
します！

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）

★２月11日㈯ 9：30～10：30 「自然あそび」「科学工作」「地層・化石・鉱物」
 18：00～19：00 「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。

会場 ： 屋上 天体観測室　受付 ： 当日4Fにて（直接会場へお越
しください）定員 ： 6０名（状況により変更があります）※交代制
※雨天・曇天の場合、プラネタリウム室で星空解説をします。

参加無料
当日受付

入場無料

お知らせ

はやぶさ２のミッションにチャレンジ

入場無料 時間：13:30～（開場13:00）
会場：4F プラネタリウム室
定員 ： ６０名（事前申込制・先着順）

現地で「はやぶさ２」の帰還カプセル回収に携わった中澤暁氏を迎え、カプセル回収現場の裏話と地球帰還後のミッションに
ついての生解説の他、世界の小惑星探査ミッション等について山浦雄一氏を交えトークセッションを開催！
※詳細は当館HPまたはイベント案内チラシをご覧ください。

スイングバイやターゲットマーカー等、はやぶさ２のミッションを楽しく遊びながら
体験する他、リュウグウサンプル（レプリカ）やパネルの展示。
時間： 10:00～15:30　会場：2F 美術館
協力： 宇宙航空研究開発機構（JAXA）／全国科学館連携協議会／
 JAXA宇宙科学研究所はやぶさ 2 プロジェクト　※詳細は当館ＨＰまたはイベント案内チラシをご覧ください。
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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！

広域行政モニターを募集します
　上田地域広域連合では、よりよい広域行政を推進するため、地域にお住まいの皆さまの声をお聴きする「広域
行政モニター」を募集します。主な役割は、広域広報紙や、広域連合が実施する事務事業などについてご意見や
ご提言をお寄せいただくものです。皆さまのご応募をお待ちしております。

応募資格： 上田市、東御市、青木村、長和町、坂城町在住で、
 満20歳（令和5（2023）年4月1日現在）以上の方
募集人数： １５人（各市町村1 ～ 5人程度を目安とします）
任　　期： 2年間（令和5（2023）年4月1日から令和7（2025）年3月31日まで）
活動内容： 年1回ほどの全体会議、年4回のアンケート回答　等
応募方法： 右の①から⑧の事項を明記のうえ、はがき、ＦＡＸ又はＥメールのいずれかで

ご応募ください。
募集期限： 令和5年2月8日㈬必着
そ の 他： 要綱に基づき謝礼を支給いたします。（お気軽にお問い合わせください）
◆応募・問い合わせ先： 上田地域広域連合事務局  企画課「モニター募集係」宛 
  ☎0268-43-8818  FAX42-6740
  Ｅメール :kikaku@area.ueda.nagano.jp

※ご提供いただいた個人情報については、本件に関することにのみ使用するものであり、厳重に取り扱います。

①郵便番号
②住所
③氏名（ふりがな） 
④年齢
⑤性別
⑥職業
⑦電話番号
　Ｅメールアドレス（任意）
⑧応募理由（2、3 行で）

あなたの声を
聞かせてください

※ご提供いただいた個人情報については、本件に関することにのみ使用するものであり、厳重に取り扱います。
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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
７日㈫～
３月26日㈰

8日㈬～
12日㈰

10日㈮～
12日㈰

12日㈰ 

18日㈯ 

19日㈰ 

19日㈰ 

下旬

23日(木・祝)

25日㈯～
26日㈰

坂城町：鉄の展示館・ふるさと歴史館

上田市：別所温泉街（北向観音堂、大門通りほか）

長和町：ブランシュたかやまスキーリゾート

上田市：真田町長戸沢地区

上田市：丸子文化会館 セレスホール

上田市：武石番所ヶ原スキー場

長和町：ブランシュたかやまスキーリゾート

長和町：信州立岩和紙の里

東御市：東御市文化会館 サンテラスホール

長和町：ブランシュたかやまスキーリゾート

坂城のお雛様～江戸から現代まで～

第4回上田氷灯ろう夢まつり

HEADニューモデル試乗会

戸沢のねじと馬ひき

シリーズ文化講演会（第1回）

スキーこどもの日

スキーこどもの日

信濃雪中そば祭り

どんどこ！巨大紙相撲大会 雷電東御場所千秋楽（大会）

ブラたか祭り

中旬

15日㈰

15日㈰

29日㈰

28日㈯～
29日㈰

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

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

東御市：東御市中央公民館 講堂

プラチナウイーク

スキーこどもの日

スキーこどもの日

ホストタウン 中国雑技公演会

どんどこ！巨大紙相撲大会 ワークショップ

3日㈮
（予定）

3日㈮

3日㈮

3日㈮

5日㈰

青木村大節分祭

北向山節分会追儺式

生島足島神社節分追儺祭

山家神社節分厄除大祭

第22回うえだ子ども文化祭

2月

1日㈯～
9日㈰

8日㈯

上田市：上田城跡公園

上田市：鹿教湯薬師堂

第20回上田城千本桜まつり

鹿教湯温泉薬師堂花祭り1日㈬～
26日㈰ 東御市：海野宿

海野宿ひな祭り

3月

4月

4日㈯

5日㈰

5日㈰

中旬

18日㈯ 

18日㈯ 

19日㈰

19日㈰ 

下旬～
4月中旬（開花期）

上田市：サントミューゼ 大ホール

東御市：湯の丸スキー場

長和町：ブランシュたかやまスキーリゾート

上田市：長瀬地区　延命寺周辺

上田市：真田中央公民館 大ホール

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

長和町：ブランシュたかやまスキーリゾート

上田市：信州国際音楽村

シリーズ文化講演会（第2回）

第60回湯の丸スキー大会

GS大会

延命地蔵尊春祭り

シリーズ文化講演会（第3回）

ブランシュモーグル大会

スキーこどもの日

スキーこどもの日

信州国際音楽村すいせん祭り

青木村：青木村役場駐車場

上田市：北向観音

上田市：生島足島神社

上田市：山家神社

上田市：サントミューゼ 大ホール

10


