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地域自治センターだより

丸子地域行事イベント予定（8月～10月）
 8月 22日 第57回丸子夏期大学①
  24日 防災啓発映画会『いつか君の花明かりには』
  25日 第6回まるこベルシティまつり
  27日 第57回丸子夏期大学②
  28日 第5回丸子地域協議会
 9月 3日 第57回丸子夏期大学③
     7～8日  セレス・ピアノリレーコンサート
  10日 第57回丸子夏期大学④
 12～16日  第10回上田ウィーンアカデミー2019（音楽村）
  15日 第52回早起野球大会閉幕式
  19日 第57回丸子夏期大学⑤
  20日 男女共同参画事業映画会『日日是好日』
 21～23日  椀子ワイナリー  オープン特別イベント
  26日 第6回丸子地域協議会
10月12～13日  げんきまるこ産業フェスタ
  14日 第40回丸子体育祭
 14～17日  丸子わくわく通学合宿
 19～27日 秋のバラ祭り（音楽村）
 26～27日  椀子マルシェ

発行 ● 丸子地域自治センター　〒386-0492 上田市上丸子1612番地　電話42-3100　FAX43-3666　E-mail mtiiki@city.ueda.nagano.jp　　印刷 ● ㈲大和印刷

第 70 号

Proud!
Japan

復興を支援しよう



2

67号 平成31年 2月号 大渕、中渕（腰越橋） 丸子八景　柱状節理が見事 尚武橋
66号 平成30年 12月号 彫刻道路（国道152号線） 大屋橋から小屋坂トンネルまでの区間にある4つの彫刻 
65号 平成30年 10月号 馬だらい石と馬杭石（南方） 源義経との関係性が伝わる石 宮平団地入口
64号 平成30年 8月号 丸子公園（ちびっこ広場） 新しい遊具のある公園　史跡も多数あり 自治センター
60号 平成29年 12月号 りんどう橋 旧大石橋のトラス桁を再利用　地域産業の歴史を語り継ぐ 沢田
59号 平成29年 10月号 ステゴドンの化石レプリカ（塩川小学校） 児童が発見した300万年前のゾウの祖先の下あご　キバがなが～い 塩川小学校前
58号 平成29年 8月号 丸子ベルパーク 地域の憩いの公園 図書館前/中央病院前
57号 平成29年 6月号 狐塚 白狐の民話が伝わる塚　 狐塚
56号 平成29年 4月号 「石尊之辻」の史跡 雷電為右衛門も通った相撲道場の土俵の跡 コミュニティセンター下長瀬
55号 平成29年 2月号 工業百年記念公園 地域の製糸業100年を記念した公園　丸子鉄道の電気機関車が保管 三反田
54号 平成28年 12月号 桜堤防（緑の道） 依田川堤防　桜と紅葉の名所　春と秋以外でも広々とした景色が魅力的 自治センター
53号 平成28年 10月号 御嶽堂の狐火（宗龍寺（山寺）） 俳人がみた御嶽堂の狐火の民話が伝わる 上組
52号 平成28年 8月号 花かけ地蔵 長瀬地区史跡散策ウォーキングコース途上　弘法太師の民話が伝わる 金井・上平入口
49号 平成28年 2月号 横岩 辰ノ口村と上丸子村の争いの昔話 自治センター
48号 平成27年 12月号 下村亀三郎君頌徳碑（丸子公園） 製糸の町の発展に寄与した郷土の先覚者を称える碑 自治センター
47号 平成27年 10月号 南方薬師堂 お堂の向拝に広がる彫物（市指定有形文化財）が見事 南方/宮平団地入口
46号 平成27年 8月号 尾野山　千手観音堂 本尊は十一面観音立像（市指定有形文化財）　尾野山史跡めぐり遊歩道で巡る 尾野山
45号 平成27年 6月号 中村梅児翁碑 東信に約300人の弟子を持った花形女形の碑　依田川奇勝大渕の岩上に建つ 腰越

地域協議会で話し合われた詳細な内容は、ホームページに掲載しています。　「丸子地域協議会」で検索してください。
http://www.city.ueda.nagano.jp/mtiiki/shise/chiikizukuri/kyogikai/maruko/index.html

掲　載　号　　　　  紹介した場所、言い伝え　　　　　　　　　どんなところ？  どんなお話し？  最寄りバス停

丸子地域をぐるっと周る循環バス。バス停の近くにはあなたの知らない旧所や隠
れた名跡、面白い行事など魅力的な場所がたくさんあります。まりんこ号に乗っ
て、丸子地域を再発見する旅に出かけてみませんか？（公共交通に関する分科会）

　6月29日（土）、丸子地域協議会主催による第8回市民活動団体交流会を、
丸子ふれあいステーションで開催しました。
　この交流会にあわせ、平成30年度わがまち魅力アップ応援事業実績報告
会も行われました。オープニングアトラクションとして、「深山古民家コン
サートを支援する会」の皆さんに歌っていただきました。
　当年度補助を受け活動をした団体の皆さんが、事業の成果や苦労してい
ることなどを発表し、その後は４つのグループに分かれ、運営する上での
問題点や解決策、今後の課題などについて活発な意見交換を行いました。

まりんこ号で
お出かけください。

まりんこ号で行ってみよう！

問 地域協議会事務局（地域振興課内）　電話42-1011／有線24510

　平成27年より連載してきた「まりんこ号」のバス停周辺の魅力的な
場所を紹介してきたこのコーナー。令和になったし、ちょっとおさらいしてみましょう。気になる
記事はホームページで閲覧することや自治センターでバックナンバーの確認ができますよ！！
　気になったら、ぜひ、まりんこ号でお出かけください。

　まりんこ号は幹線を走ら
ない丸子地域の足としての
循環バスです。1周回らない
と帰れないなんてちょっと不
便かもと思うかもしれませ
んが、見方を変えれば、普段
の生活では通らない道、町を
定額で周れちゃうとてもお得
なバスです。素敵なお店、新
しいお店、気になる史跡、懐
かしい風景が見つかるかも。

小学生以下はいつでも無料！！　　
これを利用して、
①丸子図書館に無料で行こう。
　読書はもちろん、クールシェア、勉強、夏休みの課題対策などなど図
書館はとても多目的なスペースです。「まりんこ号」で行ってみよう！！

②「まりんこ号」でバスデビュー！！
　中央病院前、ベルプラザ前、図書館前の間で乗降車すると・・・ベルプ
ラザ内でバス利用の練習ができちゃいます。
　家族と買い物、公園に来たついでに試しに利用してみよう。

運行日　●月曜日から土曜日
※日曜・祝日及び12/31～1/3は運休

運　賃　1回　200円
※高校生以下、障がい者手帳所持者は100円
　ただし、小学生以下は無料

丸子地域協議会だより
市民協働によるまちづくり

まりんこ号

まめ知識

●第8回 市民活動団体交流会／平成30年度 わがまち魅力アップ応援事業実績報告

まりんこ号の路線図・時刻表はこちら（上田市ホームページ）
まりんこ号（丸子地域循環バス）のルート、時刻表についてのお問い合わせは
千曲バス 0268-22-2363／丸子地域自治センター建設課  電話0268-42-1032  有線24552
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問 市民サービス課（廃棄物担当）電話42-1054／有線24490
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　7月8日（月）、東内の和子地区において、国道254号和
子バイパスの開通式が行われました。
　国道254号は、交通量が非常に多く、騒音・振動や交通
事故など、生活環境への影響が課題となっていましたが、
この和子バイパスが完成したことで、地域の皆さんが安全
で安心に暮らせる環境となりました。
　開通式では、工事の様子をいつも園庭から見ていた、東
内保育園の園児の皆さんによる「ありがとうの歌」が披露
されました。
　閉式後は、丸子第二分団によるラッパ演奏のなか、関係
車両の走りはじめが行われ、午後1時から一般車両が開通
となりました。

　第36回全国都市緑化信州フェア『信州花フェスタ
20019～北アルプスの贈りもの～』が、長野県松本平広域
公園をメイン会場に、4月25日㈭から6月16日㈰まで開
催され、70万人を超える来場者がありました。
　上田市は、県内の自治体の魅力を発信する『信州花壇』
に出展し、5月11日㈯・12日㈰に行われた来場者人気投
票において信州花壇の部第１位を獲得しました。
　この花壇のデザインを担当したのが、丸子修学館高校の
農業分野の生徒さんです。
　緑の山々、千曲の流れ、ブドウ、リンゴの農産物、田園
風景、歴史浪漫など、色彩豊かな上田の魅力を表現した素
敵な花壇でした。

花

　カセットボンベ・スプレー缶、電池、
使い捨てライターが「燃やせないご
み」の袋に多数混入しています。

　これらのごみは火災の原因
となるため、「燃やせないごみ」
の袋には絶対に入れず、資源物
回収所またはウィークエンドリ
サイクルへ出しましょう。

●カセットボンベ
●スプレー缶
●使い捨てライター
●電池

祝

●資源回収　
　毎月  第４日曜日
　（各自治会にある資源回収所）

●ウィークエンドリサイクル
　原則 毎月  第２土曜日  10時～正午
　（ツルヤ丸子店駐車場）

資源物回収所  または  ウィークエンドリサイクルへ！
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家電製品や玩具など電池を
使用する物を捨てる際は、

電池の取り外しを
　　　　お願いします。

地域の話題
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詳細は、シャトー・メルシャンのホームページをご覧になるか、椀子ワイナリー 電話75-8790 へお問い合わせください。

̶  広報うえだ８月号もご覧ください  ̶

　7月26日（金）、シャトー・メルシャンとしなの鉄道による『椀子ヴィンヤー
ドツアー』が開催されました。
　約40名の参加者は、軽井沢町の軽井沢駅を観光列車「ろくもん」に乗っ
て出発。車内では食事とワインを楽しみました。上田駅からバスに乗り換
えて椀子ヴィンヤードへ移動し、小林ワイナリー長の案内でブドウ畑やワ
イナリーを見学しました。
　当日は、施設周辺で収穫されたシャルドネを
使用したスパークリングワイン「椀子のあわ」
が参加者全員に振る舞われました。
　垣根仕立てのワイン用ブドウ畑としては日本で
も有数の広さを誇り、ヨーロッパを思わせるよ
うな景色に、長野市から参加したご夫婦は「素
晴らしい環境でとても気持ちが良いです。上田
市初のワイナリーだとは知りませんでした。」と
話していました。
　次回は10月7日（月）に開催されます。

「椀子のあわ」で乾杯

小林ワイナリー長から説明を受ける参加者

　ワイナリーがオープンする陣場台地は、緩傾斜地で風通しがよく、少雨多照な
気候条件が特長で、明治・大正・昭和の時代は、丸子地域で盛んだった製糸業を支える、養蚕の為の桑畑として
利用されていましたが、平成に入ってからは、製糸業や農業が衰退し遊休荒廃地が目立つようになりました。
　そんな折、シャトー・メルシャンが自社農園としてワイン用ブドウの栽培地を探すことになり、その候補地と
なったのが陣場台地でした。地元では有志を中心とする「陣場台地研究委員会」が立ち上がり、誘致に向け活
動を開始し、2003年には委員会の協力や調整が実り、シャトー・メルシャン「椀子ヴィンヤード」が開園しました。

…… シルクからワインへ ……
『椀子ワイナリー』

9月21日（土）～23日（月・祝）は、オープン特別イベントを開催

ま り         こ

シャトー・メルシャンとしなの鉄道による
『椀子ヴィンヤードツアー』を開催中

椀子の名は、6世紀後半に
丸子地域を領地としていた椀子皇子
に由来しているとも言われています。

営業時間／10：00～16：30
　　　　　（11月まで無休）

9月21日㈯オ
ープン！
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ガッツRUN吉

　丸子地域の夏の風物詩『信州爆水RUN in 依田川』のイベントを運営す
る、信州爆水RUN in 依田川実行委員会（実行委員長 太田友和氏）が、
令和元年度の長野県河川協会の河川功労者表彰を受賞されました。
　河川功労者表彰とは、河川文化の発展、河川の整備事業の推進、水防活動、
河川愛護活動、河川に関する研究等に功績があった個人・団体へ贈られる
ものです。
　『信州爆水RUN in 依田川』は、川の魅力を再発見し、水辺に親しみ、
河川環境の保全と利用をはかることなどを開催主旨に掲げ活動をしている
こと、また、全国各地から参加者が訪れることから、地域を越
えた親水活動や河川愛護の普及による功績も認められました。
　今年の『信州爆水RUN in 依田川』は8月4日 (日 )に開催
され、約1,300名が参加しました。

信州国際音楽村通信

　6月29日（土）から7月15日（月）まで信州国際
音楽村でラベンダー祭りが開催されました。
　6月中旬に気温があまり上がらなかったため、
開花が例年より少し遅れていましたが、お祭り終
盤には5,000株のラベンダーが見頃を迎えました。
　お祭り期間中は、ラベンダースティックの製作
体験やラベンダー摘み取り体験が開催され、県内

外から大勢の方が来場されました。

ラベンダー祭り

　上田 -ウィーンアカデミーは、日本の音楽愛好家が、上田市と同
じように自然環境豊かなオーストリア（ウィーン・ザルツブルグ）
の音楽と文化に触れることで、両国の文化の相互理解と、次世代の
文化・教育の担い手育成や、地域の豊かな心と経済環境を支えてい
く人作りに貢献することを目的として行われています。
　期間終盤にはアカデミーの受講生が参加するコンサートも開催さ
れます。今年は10周年記念として楽しい企画も予定されています。

9月12日（木）～9月16日（月・祝）

秋のバラ祭り
10月19日（土）～27日（日）開催予定

問 （一財）信州国際音楽村　電話42-3436

河川功労者表彰受賞

上田-ウィーンアカデミー２０１９が開催されます

（ピアノ  澤田まゆみ）
料金／一般　　　 2,000円
　　　中学生以下 1,000円

カール ヤイトラー トロンボーンリサイタル
上田 -ウィーンアカデミー第10回記念

9月14日（土）  午後2時開演
場所：ホールこだま

上田 -ウィーンアカデミー
音楽監督
カール ヤイトラー

地域の話題

　秋のバラは、濃い色合いと深い香りが特徴です。
　期間中は150種類、約780株のバラが咲き誇ります。
　春とはまた違う景色のバラ園へお出掛けになって
みませんか。



図書館だより

問 丸子図書館　電話42-2414／有線24602

～知りたい、学びたい、楽しみたいを応援します～
カブトムシの館長さん

月 火 水 木 金 土日
1
8

15
22
29

2
9

16
23
30

3
10
17
24

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

9月
月 火 水 木 金 土日

1
8

15
22
29

2
9

16
23
30

3
10
17
24
31

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

10月

図書館カレンダー 赤い日が休館日（毎週月曜日、振替休日、月末整理日）です。
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8月
ほんのむしくん

　「アイドル×ファッション」
をテーマにした新感覚のアイ
ドルカルチャー誌です。
　最新刊は貸出できませんの
で、館内でご覧ください。

　図書館講座を開催しています。
　「地域の歴史と古文書を楽し
む講座」は阿部勇氏、「読書講
座徒然草」は藤塚勇氏を講師に
お迎えし、年間10回の連続で
開催しています。

●９月おはなし会
お知らせコーナー　これからのイベント予定

　おはなしボランティアさんによる
おはなし会を開催します。

●図書館まつり
恒例の図書館まつりを開催します。
みなさんのお越しをお待ちしております。 

情報コーナー　
●雑誌紹介
　「OVERTURE」（オーバチュア）

●図書館講座の開催

　4か月のあかちゃんを対象に絵本をプレゼントする事業
です。
　あかちゃんの健やかな成長には、心に響くやさしいこ
とばや豊かな表現は欠かせません。
　4か月健診のときにあかちゃんと一緒に読んでみたいと
感じる絵本をお選びいただきます。

　2歳のお子さんを対象に絵本をプレゼントする事業です。
　1～ 2歳の子どもは言葉とイメージが育ちます。上田市
では、豊かな言葉に囲まれて成長することを願い、2歳児
歯科健診の際に絵本をプレゼントしています。

日時 ／ 9月21日（土）
 　　　 午前10時30分から30分程度
場所 ／ 第一研修室

日時 ／ 10月19日（土）

①「いろいろおせわになりました」
　柳生弦一郎（福音館書店）

②「まるまる」
　中辻悦子（福音館書店）

③「くっついた」
　三浦太郎（こぐま社）

①「たまごのあかちゃん」
　文／かんざわとしこ
　絵／やぎゅうげんいちろう
　（福音館書店）

②「きんぎょがにげた」
　五味太郎（福音館書店）

③「しろくまちゃんのほっとけーき」
　わかやまけん（こぐま社）

◇◇◇ セカンドブック ◇◇◇◇◇◇ ブックスタート ◇◇◇

絵本のプレゼント　～ お子さまと一緒にあたたかい時間を ～

ブックスタート ＆ セカンドブック

内容 ／ ぬいぐるみおとまり会、図書館探検 など
　　　 ※内容等、変更になることがあります
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問 丸子地域教育事務所・丸子公民館  社会教育係　電話42-3147／有線24722

国際交流フェスティバル2019 in Marukoが
開催されました

丸 子 公 民 館 だ よ り

各国の試食ブース ステージ（ボリビアダンス・長野大学国際文化交流サークル「ウリ」）

　５月26日㈰、晴天の中、丸子文化会館で国際交流フェスティ
バル2019 in Marukoが開催されました。
　国際交流に携わる団体の活動を紹介する展示や楽器やダン
スパフォーマンスのステージ発表、各国の料理の試食など、会
場は華やかな雰囲気に包まれました。
　参加者からは「国際交流の活動を知る良い機会になりまし
た。和やかな雰囲気で楽しかった。」との声が聞かれました。

　６月５日水曜日から「大人の絵画教室」が開
講しました。毎回、出来上がった作品をお互い
見合い意見交換をします。今後は鉛筆デッサ
ン、静物画や人物画、戸外へ出て風景画など、
多彩な技法を使って作品を制作し、東信美術展
への出品にも挑戦します。来年の３月まで全20
回開催されます。

カルチャースクール 「大人の絵画教室」が
開講しました

①８月22日（木）午後６時～７時30分 藤山 浩氏（（一社）持続可能な地域社会総合研究所所長）

　「地元を創り直す時代―長続きする地域の主人公は住民―」

②８月27日（火）午後６時～７時30分 手嶋 龍一氏（外交ジャーナリスト・作家）

　「激動の2019年をどう生き抜くか～中・ロ・朝鮮半島情勢と日米同盟～」

③９月３日（火）午後６時～７時30分 安田 純平氏（ジャーナリスト）

　「シリア人質事件の真相と戦争取材の意義」

④９月10日（火）午後３時～４時30分 渡貫 淳子氏（南極調理隊員）

　「主婦から南極観測隊に～環境と食について～」

⑤９月19日（木）午後３時～４時30分 大竹 憲昭氏（長野県埋蔵文化財センター調査指導員）

　「今、信州の遺跡がおもしろい～人骨、黒曜石が語る信州の歴史～」

第57回 信州上田

丸子
夏期大学
開講
上田市丸子文化会館
小ホール

小林幸雄先生
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【食品ロスの現状！】

日本国民1人1人が、毎日お茶碗1杯分の
ごはん（139グラム）の量を捨てています。

丸子地域自治センター  地域振興課
〒386-0492  上田市上丸子 1612   電話 42-1011   有線 24510   FAX43-3666
E-mail▶mtiiki@city.ueda.nagano.jp
http://www.city.ueda.nagano.jp/mtiiki/index.html

地域づくりに関する
提案をお寄せください。

地域の素晴らしい風景（残したい風景）や
話題の写真をお寄せください。

●本紙は環境に配慮し、古紙配合率100％再生紙とベジタブルインクを使用しています。

問 サントミューゼ　電話27-2000（火曜日休館）

　丸子男女共同参画推進事業実行委員会では、女性も
男性もみんなが生き生きと暮らせるまち、ひとりの人
間として能力を発揮できるまちづくりを目指して、映
画会を開催します。

　今を生きる歓び。誰もが味わえる本当の自由。それ
はお茶が教えてくれた幸せ。
　多くの読者を救ったロングセラー・エッセイを映画化。

「のだめカンタービレの音
楽会」などで活躍するピ
アニスト、高橋多佳子さ
んによる1時間のコン
サートです。
身近な会場で生演奏
をお楽しみください。

10月11日（金）
午後7時開演
（午後6時30分開場）

丸子文化会館
小ホール

問 市民サービス課　電話42-1052／有線24501

●日　時／9月20日（金）開演 午後7時（開場 午後６時）
●場　所／丸子文化会館　セレスホール
●入場料／一般 500円　小・中学生 300円（全席自由）
●チケット販売窓口

・丸子文化会館
・丸子地域自治センター　市民サービス課
・市民プラザ・ゆう（人権男女共生課）

　日本全国の防災意識向上を願う人々の声を集め、若
者、教育者、そして子どもを持つ親など、様々な年齢
層に防災の大切さを訴える。脅しも涙もない、温かい
気持ちで防災したくなる異色のドキュメンタリー。

問 地域振興課　42-1011／有線24510

●日　時／8月24日（土）午後1時30分～３時
●場　所／長瀬市民センター　※入場無料

ⒸShinichiro Saigo

問 クアハウスかけゆ 電話44-2131／有線29762
詳しい内容は、施設へお問い合わせください

映画監督 小川光一氏 の講演会も同時開催！

クアハウスかけゆ　 イ ベ ン ト 情 報

●こども水泳アドバイス （水なれからクロール・背泳ぎコース）
　対　　象／小学生
　開催日時／8月25日（日）・9月 15日（日） 
　　　　　　午前10時30分から11時30分　※入館料（500円）

●健康の里　鹿教湯ワンデープラン
　ヨガ・プールでの水中リラクゼーションとランチがセットに！
　自然の恵みを味わうランチは鹿月荘での提供となります。
　開催日時／9月7日（土）10：15～14：00 ※受付10：00
　締　　切／8月31日（土）　電話申込み可
　持ち物など、詳細は施設へお問い合わせください。

ワンコイン
地域ふれあいコンサート

高橋多佳子 ピアノ

映画のつどい
『日日是好日』

『いつか君の花明かりには』

●出演／高橋多佳子（ピアノ）
●料金／500円（税込）※当日券のみ
　　　　未就学児入場可
●プログラム
　ベートーヴェン：ピアノソナタ 第8番より
　ショパン：幻想即興曲
　ショパン：ポロネーズ 第6番「英雄」ほか
　※曲目は変更となる場合があります。

高校生
以下
無料

長野県
で

初上映

防災啓発ドキュメンタリー映画

参加費／2,000円
定　員／20名程度


