
11月5日【場所：みなみ保育園】

11月11日【場所：東内保育園】 令和２年／2020年12月発行

1 ……… 行事イベント予定
2 ……… お知らせ
3 ……… 地域の話題・お知らせ
4 ～ 5 … 花だより　
6 ……… 図書館だより
 公民館だより

地域自治センターだより

丸子地域行事イベント予定（12月～令和3年1月）

 12月 20日 信州国際音楽村少年少女合唱団
   クリスマスコンサート（音楽村）
  25日 鹿教湯温泉「氷灯ろう夢祈願」（～1/31）
 1月 3日 ニューイヤーコンサート（音楽村）　
  10日 成人式（丸子会場：丸子文化会館）
  24日 新春寄席（音楽村）
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Proud!
Japan

復興を支援しよう

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。

恵みの秋を満喫
～やきいも会～

　みなみ・東内保育園の各園庭で、「やきいも会」が行われました。
　みなみ保育園、東内保育園、旧わかくさ幼稚園を統合した保育園が令和
3年4月開園予定のため、今の園舎での最後のやきいも会となりました。
　焼きたてホカホカの甘いやきいもを、こどもたちはおいしそうに頬
張っていました。
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問 建設課（土木担当）　電話42-1031／有線24561

除雪作業にご協力ください

年末年始のごみ収集

令和3年 丸子地域

ごみの出し方カレンダー

　市では、冬期間の安全な道路交通を
確保するため、除融雪作業を市内の業
者に委託し、効率的な除雪に努めてい
ます。作業は、市が管理するバス路線
や主要な道路を中心に指定し、除雪や
凍結防止剤の散布を行います。
　大雪等に備え、特に右記について、
市民の皆様のご理解とご協力をお願い
いたします。

問 税務課（市民税係）　電話23-5115

市・県民税の申告日が地区割りになります
　新型コロナウイルス感染症の拡大防止に配慮し、今年
度はお住まいの地区ごとに申告日を割り振らせていただ
きます。ご不便をおかけしますがご理解のほどお願いし
ます。
　詳しくは、令和3年1月16日付け自治会
経由で配布する「市民税・県民税申告の
手引」でご確認をお願いします。

　市ホームページでも確認できます。

【会場に行かなくても申告ができます！】

●申告書は、センターに設置する提出箱への
　投函や郵送でも提出いただけます。
●「所得税の確定申告」が必要な方はインター
　ネットを利用した電子申告をご利用ください。

　令和3年の丸子地域ごみ収集日を記載した「ごみの出し方カレ
ンダー」を、12月16日の定期送達により、自治会を通じ全戸に配
布しました。ご自宅に届かない場合は、丸子地域自治センター1
階市民サービス課で常時配布していますのでご利用ください。

問 ●市民サービス課（生活環境担当） 電話42-1054／有線24490　　●丸子クリーンセンター　電話43-2131／有線24811

問 市民サービス課（生活環境担当）　電話42-1054／有線24490

　年末年始のごみ収集・受入れを右記のとおり行います。
　ごみの出し方のルールを守り、きれいな環境で年末年
始を過ごせるよう、ご協力をお願いします。

【正しい分別にご協力をお願いします】
　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。

❶ 路上駐車や荷物の放置はやめましょう
作業の支障となり事故につながる恐れ
があるため大変危険です。

❷ 道路・水路に雪を出さないでください
思わぬ交通事故や水害の原因になりま
すのでご遠慮ください。

❸ 自宅前の除雪をお願いします
作業により戸口や車庫前に寄せられた
雪の処理にご協力ください。

❹ 騒音等にご理解をお願いします
早朝や夜間作業による騒音等でご迷惑
をおかけする場合があります。　　

12月28日（月） 通常どおり収集 通常どおり受入れ

12月29日（火） 通常どおり収集 通常どおり受入れ

 
休　　み 休　　み

1月4日（月）以降 通常どおり収集 通常どおり受入れ

内村

長瀬

内村

塩川

依田

丸子中央

丸子地域全域

2月22日（月）

2月24日（水）～26日（金）

3月01日（月）

3月02日（火）～03日（水）

3月04日（木）～05日（金）

3月08日（月）～10日（水）

3月11日（木）～15日（月）

12月30日（水）～
令和3年1月3日（日）

期　　日 ごみ収集 丸子クリーンセンター受入れ

午前 9時～11時30分
午後 1時～4時

丸子クリーンセンター受入れ時間

※土日祝日は除く
※割振日に申告できない方については、別の日程や
　サントミューゼなど別会場にお越しください。

申告日 会　場

コミュニティセンター西内

長瀬市民センター

丸子地域自治センター

対象地区

申告会場のコロナ対策

ホームページ

全戸配布
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お知らせ 地域の話題

●荻窪丸子線 内村橋（県事業）
　　9月より仮設土留め矢板等の仮設工事に着手しました。仮設工事

の完了後、新しい橋の橋台の新設工事を進めていきます。
　　橋の上部工についても、工場において製作中です。
　　今年は、台風等の災害もなく、順調に工事が進んでいます。
　　工事完成は、令和3年11月末の予定です。

●丸子信州新線（県事業）
　　工事が順調に進んでいます。
　　只今は、横ボーリング工事を行っています。
　　現在も通行止めであり、関係住民の皆様には、大変ご迷惑をおかけして

おりますが、令和3年3月末の通行止め解除を目指し取り組んでいます。
　　災害復旧工事に対しまして、今後も地域住民の皆様のご理解とご協
力をお願いいたします。　　　　　　　　　  （令和2年10月30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

【災害応援職員紹介】
現在、丸子地域には愛知県半田市から応援職
員の戸田貴裕さん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。

（派遣期間は、令和3年3月末までの予定）

戸田さん

問 市民サービス課 （福祉担当）　電話 42-1118／有線 24474

手話を覚えよう

　上田市では、手話言語の普及や手話、点字、筆談、音声など障が
い特性に応じた多様なコミュニケーション手段が日常生活で当たり
前のように利用されることを目指して『うえだ手話言語・情報コミュ
ニケーション条例※』を令和2年7月1日に制定しました。

※正式名称「上田市手話言語の普及及び視聴覚障害者等の意思疎通手段等の
利用促進に関する条例」

　手話は「目で見る言葉」とも言われ、手や指、
身体の動きや表情などを使って表します。手話
への理解を深め、身近に感じていただけるよ
う、日常で使える簡単な手話をご紹介します。

【露草橋の欄干塗装実習】
　11月6日から、工業分野を
選択する3年生の生徒6名が
中心となって、経年劣化によ
り塗装の剥がれが目立つ依
田川に架かる露草橋の欄干
の塗装を行いました。

【地域に貢献！ごみ拾い】
　11月13日に1年生の生徒
が、丸子地域を散策しながら
ごみ拾いを行いました。
　地域の魅力と現状を知る
授業の一環として、今回の活
動が行われました。

【おはよう】

№16

安心して暮らせる地域づくり

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

●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【要予約】
　開催日時／12月20日(日)・令和3年1月24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

クアハウスかけゆ　イ ベ ン ト 情 報

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た皆様、イベントを楽しみ
にされていた皆様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

★第47回 元旦マラソン
　問 丸子総合体育館　電話43-2250　有線24611

　地域の活性化と人材育成を目的として、上田市、上田市商工会とパートナー
シップ協定を締結している丸子修学館高等学校の生徒による地域貢献活動

パートナーシップ協定
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　旧丸子町当時の平成8年から推進された「うるおい景観まちづくり事業」の「花いっぱい
運動」は、平成12年に“花を活かした街づくりに住民の声を反映させよう”と発足された「花
と緑のまちづくりデザイン会議」へと広がりました。合併後も事業の再編を経て「花いっぱ
い運動」は今も続いています。
　発足当初から年々参加団体が増え、今年度は73の団体が参加しています。今年は新型コ
ロナウイルス感染症の影響や夏の酷暑のため、花壇管理は例年以上に大変でした。水やりや
草取り、日々のきめ細やかな手入れなど皆様のご協力に感謝いたします。

　地域の景観美化を推進する「花と緑のまちづくり推進事業」は、上田市
の3地域（丸子・上田・真田）で花苗の配布や花壇コンクールなどの環境
美化推進活動を行っています。　
　今年度、丸子地域では10種類の花を準備し、57,960本に及ぶ花苗を配布
しました。花を愛する皆様のご協力により、道路沿いを中心に多くの花壇
が街ゆく人々や地域の方々の目を楽しませています。

＊新型コロナウイルス感染症の影響で活動見合わせの団体、
　幼保小中学校等の花壇は掲載しておりません。

花だより 令和２年版

丸子地域の花と緑のまちづくり

『花づくりを通じて、美しく潤いのある快適なまちづくり、地域づくりを進める』

荻窪花の会平井紅葉会高梨原前花いっぱいの会 和子自治会ふれあいの会鹿教湯温泉観光協会

三反田花いっぱいの会腰越花花・花桃の会辰ノ口花クラブ 海戸自治会下和子榎実会

中丸子やまびこ会R152フラワーライン花木会沢田福寿会 下丸子福寿会つゆ草橋通り花壇

丸子地域の花壇紹介

スイセン（信州国際音楽村） 金魚草 サルビア 日々草 千日紅

配布花苗のご紹介（一部）

問 建設課（管理担当）  電話42-1032／有線24552

飯沼五月会三角長寿会中山青少年育成会 北原ひまわりクラブ上組あすなろ会

練合公民館上長瀬区（日赤奉仕団）尾野山長寿会 練合たのしみ会茂沢長生クラブ

西組花好会長瀬町組公民館長瀬中央たんぽぽの会 東組自治会金井無尽会

石井花と緑の会宮原花と緑の会権現花と緑の会 坂井区協議委員会下長瀬花の会

音楽の里づくり推進協議会藤原田花と緑の会南方自治会 りんどうの里坂井元気会

まるこ福祉会南原柏葉クラブ上平南自治会 内村いろりの会狐塚ゆずりはクラブ

御嶽堂上組フラワーガーデン辰ノ口協議会南原区 東街道花の会ろうきん丸子花の会

北原自治会

花と緑のまちづくりパネル展のご案内

上田市役所ホームページ https://www.city.ueda.nagano.jp/soshiki/tosikei/31181.html
〈丸子地域の展示予定〉 ●丸子図書館　12/15（火）～1/ 7（木）
 ●丸子文化会館　1/8（金）～1/29（金）

　新型コロナウイルス感染症の影響でコンクールが中止となり、
本年度は花壇パネル展を上田の各地域で開催しています。
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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。

図書館だより ～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

丸子図書館の
QRコードは
⬅ こちら

問 丸子図書館　電話42-2414／有線24602

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

12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、特別整理期間、月末整理日）です。
ほんのむしくん

　図書館では傷んだ本の状態に応じて、職員やボランティアスタッフが専門の道具等を使って、修復が
可能か判断しながら作業を行っています。特に持ち込む前の段階でセロテープや透明テープ等を貼って
しまうと修復が難しくなるため、手を加えずにそのままの状態で窓口職員へご相談をお願いいたします。
　なお、エコールで他館から取り寄せた本の場合は、その本を所蔵している図書館に直接ご連絡の上で
窓口までお持ち下さい。
　また、破損の状態によっては、同じ本の購入あるいは金銭による弁償となる場合がございます。
詳しくは図書館職員までお尋ね下さい。

借りた本を汚したり破いてしまったときは、手を加えずにそのまま本を所蔵している図書館の窓口へお持ち下さい。

月 火 水 木 金 土日
1
8
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29

2
9
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3
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4
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6
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7
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28

令和3年 １月

24
31

月 火 水 木 金 土日
1
8

15
22

2
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6
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20
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7
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2月

第35回 みんなの人権セミナー ●会場／丸子文化会館  小ホール
●時間／午後6時15分～

入場
無料

定員
80名程度

第１講座 第２講座 第３講座

令和３年

1月15日（金）
講師／

中澤 佳子 氏
(信越放送アナウンサー)　

2月19日（金）
講師／

塚原 成幸 氏
(道化師・紙芝居実演家)　

3月10日（水）
講師／

伊藤 ひより 氏
(シンガーソングライター)　

丸 子 公 民 館 だ よ り

問 丸子地域教育事務所　社会教育係（丸子公民館内）　電話42-3147／有線24722

令和3年度 丸子公民館利用団体への新規登録受付のお知らせ
　年間を通して丸子公民館で学習・文化活動を行いたいというグループ
の皆様の、令和３年度丸子公民館利用団体登録の申請を受け付けま
す。申請書を提出し認められれば、公民館利用団体として登録し、１年
間公民館を定例的に使用することができ、使用料も減免されます。
　新規登録するにあたっては、構成員・利用人員が常時５人以上のグ
ループで、学習者主体の運営である等が要件となります。

●受付期間／令和３年１月４日（月）から12日（火）
　　　　　　平日の午前９時～午後５時
●留意事項／この申請をもって登録されるのでは

なく、事前の活動状況の聞き取りや
書類審査により、社会教育団体とし
て認められる場合に登録されます。

問 丸子地域教育事務所　人権教育係（丸子公民館内）　電話42-6682／有線24802

演題／女性が輝ける社会に 演題／笑顔はひとをしあわせにする 演題／respirer ～歌と私と僕～

※ご参加の際は「新しい生活様式」の実践をお願いします。

　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。




