
7月26日　中仙道線に新設された椀子ワイナリーバス停を出発する路線バス
※関連記事２ページ

路線バスに乗って椀子ワイナリーへ
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Proud!
Japan

復興を支援しよう

★まめに手洗い・手指の消毒をしましょう
★咳エチケットを徹底しましょう
★３密（密集、密接、密閉）を避けましょう
★発熱又は風邪の症状がある時は自宅で療養しましょう

新型コロナウイルスに感染しない、
感染させないために
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　世界で最も優れているブドウ畑を選ぶ『ワールズ・ベスト・
ヴィンヤード 2020』のトップ50が7月13日に発表され、日本初
となる30位に椀子ヴィンヤードが選出されました。アジアで
は唯一の選出で、アジアのベスト・ヴィンヤードにもなりました。
　7月31日、シャトー・メルシャンの安蔵工場長と大滝副工場
長、小林椀子ワイナリー長が上田市長と陣場台地研究委員
会・堀内会長に受賞を報告しました。（左写真）

　中仙道線に2か所のバス停が新設
され、7月17日から運行が始まりま
した。
　バス停の新設により、椀子ワイナ
リーと天下山マレットゴルフ場へ路
線バスでのアクセスが可能になりま
した。

　上丸子在住の方から、自治センター職員へ、新型コロナウ
イルス感染症予防のため手作り布マスク29枚をご寄付いた
だきました。
　心のこもったマスクをありがとうございました。厚くお礼
申し上げます。

ブドウ栽培からボトリングまで椀子づくしの蔵出しワインを販売中です！
※新型コロナウイルス感染症の状況で、営業日や営業内容が変更に
　なる場合があります。

たたあ か
い

心

椀子ワイナリー情報

問 地域協議会事務局（地域振興課内） 電話42-1011／有線24510

第１回 丸子地域協議会開催（7月21日）
　委員、事務局の紹介がされた後、地域協議会の概要や任
務について説明がありました。
　その後、正副会長を選出し、第7期丸子地域協議会から
の申し送り事項等の確認がされました。
●第８期丸子地域協議会会長・副会長

　会　長：齋藤　  明さん（西内）

　副会長：横山  佳栄さん（坂井）

丸子地域協議会だより
市民協働によるまちづくり

　8月4日、陣場台ふれあい農園で、塩川地区活性化
組合の皆さんと塩川小学校３年生28名による、ジャ
ガイモの収穫が行われました。
　食農教育の一環として、毎年、種イモ蒔きから収穫
までを行っていますが、今年はコロナウイルス感染拡
大防止のために学校が休業になり、児童の皆さんは春
の種イモ蒔きに参加することができませんでした。
　この日収穫した男爵薯とキタアカリ約500㎏は、学
校で開催される収穫祭の食材として使われるほか、児
童が自宅へも持ち帰りました。

おいしそうなジャガイモ
　　　　たくさんとれたよ

（       ）
時刻表 停留所名 時　　刻

停留所名 時　　刻

大屋駅
天下山マレットゴルフ場
シャトー・メルシャン椀子ワイナリー

10:20 12:00 14:17
10:30 12:10 14:27
10:32 12:12 14:29

シャトー・メルシャン椀子ワイナリー
天下山マレットゴルフ場
大屋駅

11:33 13:35 15:38
11:35 13:37 15:40
11:46 13:48 15:51

平日・土日
祝日運行

大屋方面
から

立科方面
から

さいとう　      あきら

よこやま　  よし え

●営業時間／10：00～16：30
●定休日／火・水曜日（8月まで）

だんしゃくいも

『ワールズ・ベスト・ヴィンヤード2020』
椀子ヴィンヤードが30位に選出！

ワイナリー
限定の商品も
あります
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お知らせ 地域の話題

●荻窪丸子線 内村橋（県事業）
　新しい橋の詳細な設計は概ね完了しました。
　現在、下部工（橋台）の工事に向けて、入札手続きをおこなっています。
　施工する業者が決まり、工事の工程等が計画でき次第、説明会を実
施する予定です。
●丸子信州新線（県事業）
　地すべり対策として一部工事を発注し、施工業者が決まりました。
　今後工事に着手する予定です。
　道路の災害復旧工事は、調査・設計中であり、当面の間、通行止めです。

（令和2年7月29日現在）

丸子地域災害復興情報

問 建設課（土木担当） 電話42-1031／有線24561

災害復旧現場で関係者と打合せをする鵜飼さん（左から2番目）▶

　現在、丸子地域には愛知県半田市から応援職員が
派遣され災害復旧事業の早期完成に向けご尽力いた
だいています。
　令和2年1月～3月 大久保さん
　令和2年4月～9月（予定） 鵜飼さん
　鵜飼さんには、測量・設計・照査等の業務を担当して
いただいています。

　「いきいきフェスティバル2020」

実行委員会では、金婚式を迎え

られるご夫婦の記念写真をプロ

のカメラマンに撮影をしていた

だきます。上田市長と一緒に思
い出の写真を撮りませんか？

★対象　昭和45年にご結婚されたご夫婦
★日時　令和2年9月17日（木）　午前中
★場所　丸子文化会館　公民館棟　大会議室
★料金　無料
★申込　9月2日（水）までに電話で実行委員会へ。

※コロナウイルス感染症の拡大防止のため、時間を指
定し撮影をします。撮影時間が決まり次第、個人宛
に通知をいたします。

　なお、米寿・白寿を迎えられる方、100歳以上の方
は、8月上旬に御案内状を送付いたします。

金婚式を迎えられる皆さんへ

問 いきいきフェスティバル2020実行委員会
社会福祉協議会　丸子地区センター

電話42-0033／有線24821
市民サービス課（高齢者支援担当）

電話42-0092／有線24583

　上田市商工会管内（丸子・武石
地域）の小売り・飲食・宿泊・サービ
ス業等を営む店舗・事業所で、レシート
または領収書を集め、3店舗以上、合計5,000円以上
を1口として申し込むと、1,000円分の商品券と交換
できるキャンペーンを開催します。

●申込対象レシート発行期間
　令和2年8月21日（金）～10月31日（土）
●申込方法：指定の申込用紙に記載のうえ上田市商工
　　　　　　会事務局へ郵送または持参
●商品券利用期限：令和2年11月10日（火）
●商品券利用可能店舗・事業所
　上田市商工会員事業所で商品券を取り扱う店舗・事業所
※商品券は先着1,000枚（無くなり次第終了）
※換券はお一人あたり5口（5回）が上限です

買い物は地元で！

問 上田市商工会　電話42-2213／有線24595

GoToトラベルキャンペーンを活用して

地元温泉旅館に泊まろう！
（『地元をご愛顧応援事業』の対象です）

地元を
ご愛顧応援

事業

ポスターが
目印！！

災害応援職員紹介



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
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丸子図書館の
QRコードは
⬅ こちら

皆様が安心してご利用いただける図書館を目指して

研修室（学習室） 閲覧席（一部パソコン席）

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

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。

月 火 水 木 金 土日
1
8
15
22
29

2
9
16

3
10
17

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

8月

23
30
24
31

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
ほんのむしくん

　丸子図書館では、新型コロナウィルス感染症対策として、マスクの着用と手指の消毒を励行しています。
　また、「密閉・密集・密接」のいわゆる『３密』を避けるため、新聞・雑誌等の閲覧コーナーを含
め、閲覧席や研修室（学習室）の机や座席数を制限させていただくと共に、カウンター等における一
定間隔での整列をお願いしております。
　館内での滞在時間はなるべく短時間としていただき、皆様が安心して図書館をご利用いただくた
め、ご理解とご協力をお願いいたします。

ありがすいかの一切れ
を見つけて、大喜びで遊
びにくるお話です。
子どもたちが庭で見か
けるとつい目で追ってし
まう、そんなあり達と食
べ物がコラボした楽し
い作品です。

題名 「ありとすいか」

著者／たむら　しげる
発行／ポプラ社

お月さまが池に写るもう
一つのお月さまを、つき
のぼうやに連れてきてほ
しいと頼んで始まる様々
な冒険のお話。
縦長サイズの絵本が物語
の世界観をより広げてく
れます。

題名 「つきのぼうや」

著者／イブ・スパング・オルセン
　訳／やまのうち　きよこ
　　発行／福音館書店

◆ 司書のおススメ本 ◆ 図書館司書がおススメする本を紹介します。



5

問 丸子地域教育事務所・丸子公民館　電話42-3147／有線24722

公民館の利用について
　公民館では新型コロナウィルス感染拡大防止のため、施設利用に係る感染防止
対策をとらせていただいております。今回あらためてご利用方法をご確認いただ
き、皆様の健康を守るため、ご理解ご協力をお願いいたします。

(1)利用者の方に守っていただく事項
必ず体調チェックをしたうえで、マスク着用など
感染予防策をしてご利用ください。

(2)公民館利用に係るチェックリストの提出について
これまでの申請書に加え、チェックリストを事前
に提出（平日の8：30～17：15）してください。
用紙は公民館窓口又は、上田市HPからダウン
ロードをお願いします。

(3)使用後の部屋の消毒について
使用した部屋の机、イス、備品に対して除菌水
（公民館で用意）で拭き掃除をお願いします。

(4)参加者名簿の作成について
利用の度に参加者名簿（氏名、住所、電話番号）
を作成し、保存をお願いします。

(5)各部屋の利用人数の制限について
過密を防ぐため、部屋ごとに掲示した人数の範囲
内で利用してください。

●申請書の様式変更について
　10月1日(木)から申請書の様式が変わります。詳
しくは、窓口にお問い合わせください。

〈開  会〉　午後６時15分（開場６時）
　　　　　オープニングセレモニー
　　　　　フラダンス／“ポラニながせ”と丸子福祉会の皆さん

〈第1部〉　人権作品発表　午後６時30分
〈第2部〉　人権講演会　　午後７時～８時30分

　　　　　演題／「出会いの人生から学んだこと」
　　　　　　　　　　　　～守っていきたい私たちの人権～

　　　　　講師／菊地 幸夫氏 （弁護士）

丸 子 公 民 館 だ よ り

……… イベントに参加の際は、新しい生活様式の実践をお願いします。………

……… 参加申込みは丸子公民館へご連絡ください。(8月20日より募集開始) ………

◇丸子町誌を読み解く勉強会を開催します。丸子町誌
に沿って、時代ごとのお話をお伺いします。
　（歴史と地理、中世の山城、丸子の近代史の全３回）
●9月9日(水) 竹内一徳氏（元丸子郷土博物館長）
●10月27日(火) 郷道哲章氏（元県立歴史館学芸員)
※すべて13時30分開始です

◇戦争に関するお話を聞いて、戦争体験を語り合いま
せんか。
●9月2日(水) 小平千文氏（講演）
　　　　　　　　　 (上田小県近現代史研究会会長)
●10月21日(水) 談話会
※すべて13時30分開始です

カルチャースクール開催のお知らせ

フェイスブック始めました イベント情報等を配信していきます。
情報のチェックと「いいね！」をお願いします。
※閲覧にはFacebookのアカウントが必要です。丸子公民館FacebookのQR

●先着10組20名
●参加料／１組100円
　※次回は、第３回 10/15（木）です。

　小さなお子様を抱っこしながら、妊婦さんは、おなかの赤ちゃんと
一緒に音楽を聴きにきませんか。大人のためのライブです。
●令和２年９月30日（水）
　午前10時30分～11時30分（開場10時）
●信州国際音楽村研修センター

抱っこｄｅライブ開催のお知らせ♪イ
ベ
ン
ト
関
係

感染防止対策の徹底について
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●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。

水辺だより
依田川リバーフロント市民協働事業実行委員会

問 依田川リバーフロント市民協働事業実行委員会事務局
　（地域振興課内）電話42-1011／有線24510

　今年度の「川の絵・川の写真展」は、新型コロナウイルス
感染防止を考慮し、開催を中止することとなりました。
　6月号に掲載しました作品の募集も取り止めいたします。
　出品を検討していただいている皆さまにはご迷惑をお掛
けしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。

「川の絵・川の写真展」の開催中止

　令和 2年10月から「燃やせないごみ (赤字の指
定袋 )」の収集が全市域で月2回になります。
　収集回数の変更は「燃やせないごみ」の排出量
が少ないこと、また「燃やせないごみ」に、缶・び
んなどの資源物や、スプレー缶・ガスボンベ、電池
等の有害・危険ごみが混入しやすいことから、収
集回数を減らし、適正な分別をしていただくことで、
排出量の削減が見込まれることから行うものです。
　皆様のご協力をお願いいたします。
※燃やせるごみ、プラマーク付きプラスチックごみ
の収集回数の変更はありません。

問 市民サービス課（生活環境担当・廃棄物部門）　電話42-1054／有線24490

地域の宝 
～水辺環境を保護しましょう～

変更後（10月1日～）

第１・第３木曜日

第１・第３金曜日

地　　域

内村・丸子中央地域

依田・長瀬・塩川地域

変更前

毎週木曜日

毎週金曜日

　スプレー缶、ガスボンベ、電池等の
有害・危険ごみは、火災原因となりま
すので「指定ごみ袋」には絶対
に入れず、資源物回収所やウィー
クエンドリサイクルへ出しましょう。　

分別に
ご協力をお願い
いたします！

申込み、詳しい内容については施設へお問い合わせください。　　問 クアハウスかけゆ　電話44-2131／有線29762

クアハウスかけゆ　
イ ベ ン ト 情 報

10月から燃やせないごみの収集が月2回になります

●水慣れからクロール・背泳ぎの初歩から完成を目指します

　対　　象／小学生・定員10名程度【要予約】
　開催日時／8月23日(日)・9月20日(日)　午前10時30分 ～ 11時30分
　※入館料（500円）の他に受講料100円がかかります。　大人付き添い入館100円

こども水泳アドバイス

イベント開催中止のお知らせ
　開催に向けて準備を進めてきました下記イベントは、新
型コロナウイルス感染防止を考慮し、開催を中止するこ
ととなりました。
参加を検討していただいている皆さま、イベントを楽しみ
にされている皆さまにはご迷惑をお掛けしますが、感染リ
スクを避けるための対応ですので、ご理解とご協力をお
願いいたします。

中
止

問 市民サービス課 （福祉担当）　電話 42-1118／有線 24474

障がいを理解する ⑨

　発病の原因が明らかでなく、治療方針が確立していない
希少な疾病であり、長期の療養を必要とする病気です。代
表的な疾病として、パーキンソン病、潰瘍性大腸炎、全身性
エリテマトーデスなどがあり、医療費助成の対象となる指
定難病は333疾病あります。
▼こんなことに困っています
・難病への無理解や先入観による偏見や差別
・疾患の症状や治療から発生する肉体的な苦しみ、大き

な不安など精神的な苦しみ

【難病】

　みなさんのちょっとした思いやりや配慮により、障がいが
ある方の自立や社会参加が進みます。障がいを正しく理解し、
誰もが安心して暮らせる地域づくりを目指しましょう。

・外見からはわからない症状
・「難病」＝「働けない」という誤解をされやすいた

め、病気のことを隠して働いている
▼病気に対する正しい理解を
　難病は誰がいつ発症するかわからない疾患です。病気
の種類や症状、程度もさまざまです。「難病のある人」
というレッテルを張って誤解や偏見を持たないようにし
ましょう。
　外見からはわからなくても援助が必要な方がいます。
困っている人を見かけたら「どうかしましたか」と声掛
けをお願いします。

№15

安心して暮らせる地域づくり

★第41回丸子体育祭
　問 上田市体育協会　電話27-9400

　本紙に掲載しているイベント等は、新型コロナウイルス
感染症の状況で中止や延期となる場合があります。


