にぎわい

丸子ドドンコ・信州爆水RUN・花火大会
7月から8月に行われた信州上田夏まつりは、上田地域を中心に盛大に開
催されました。丸子地域では8月2日に丸子ドドンコ、8月3日に信州爆水
RUN、丸子納涼花火大会が行われ、熱気で暑い夏を吹き飛ばしました。
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丸子ドドンコは夕方最高潮に。写真は石井区、
「華やか賞」
を受賞した。
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地域づくり
元気よく担いだ
「こどもみこし」

2ページ…信州爆水RUNin依田川が開催
3ページ…鹿教湯温泉交流センター完成
わがまち魅力アップ応援事業が決定
4ページ…地域の話題

丸子地域・できごと短信（7月〜8月）
7月3日 臨時区長連絡会
〜7日 ワールドキャンパスインターナショナル来市
(6/23〜7/7)
18日 第4回丸子地域協議会
8月1日 信州上田夏まつり
（〜8/9）
2日 ブルームフィールド市郡訪問団来訪
（〜8/10）
2日 第31回丸子ドドンコ
東京丸子会郷土訪問
3日 第13回信州爆水RUNin依田川
3日 鹿教湯温泉交流センター竣工式
3日 第37回丸子納涼花火大会
7日 都市マスタープラン素案説明会
12日 歩行者天国・花市(上丸子商店街)
20日 第5回丸子地域協議会
22日 第46回信州夏期大学開講式
（9月まで）
23日 まちづくり講演会
25日 まちづくり市民懇談会
31日 依田窪プール祭

丸子地域自治センターだより 第３号

大会の１週間ほど前に、
県外の川で５人が亡くな
る事故があったことで、選
手の安全面には例年以上
にかなり気を遣いました。
しかし脱臼され た方が１
人出てしまい残念でした。
「地球に優しい」
というテーマで大会を運営
し、参加者数や当日の天候も含め河川の状況
等も心配しましたが、最高のコンディションで
大会ができ、依田川には感謝の気持ちでいっ
ぱいです。

今年で

回を迎えた爆水ＲＵＮ

依田川は︑市民の皆さんが参加

13

する実行委員会が支えています︒
企画室二十五人︑当日のスタッフ
総勢三百人が︑看板設置や一斉清
掃等事前準備から当日の運営まで
フル稼働で活躍されました︒依田
川の増水時の安全確保にも大変な

丸子地域の命を育んできた依田

レースとは別に︑上田市防災支

ご苦労をいただきました︒
援協会丸子支部の皆さんによる魚

川︒今︑依田川の豊かな河川環境

係を見つめなおし︑子どもから大

のつかみ取り大会も例年のように
今年は天候にも恵まれ︑過去最

人まで︑地域が一体感のもてる市

の保全により︑人と依田川との関

高の総勢九百十七人の参加者が自

民協働による地域づくりを進めよ

取組まれました︒

然環境豊かな依田川に全国から集

うとしています︒大勢の皆さんの

2

「ファミリーコース」
は、
家族が多く参加

in
まりました︒

「鉄人コース」
でタイムを競った

受付をする当日スタッフ

ご協力をお願いいたします︒

案内看板の設置作業

大会を支える実行委員会・企画室の皆さん

依田川を拠点とした 地域を支える市民の力

誠 実行委員長
沢
中

信州爆水RUN in 依田川開催
第13回

8/3

参加者からの
よろこびの声

●コース途中のスタッフの声かけが

多く励みになりました。

●川がきれいでお天気もよく最高に

気持ちよかったです。

鹿教湯温泉交流センターが完成
「健

康×観光×自然」の

1F
倉

外 ス テー ジ

ステージ

交流室

WC

足 湯

事務室

として活用できます。
また、鹿教湯温泉らしさとして、
足湯が無料で利用できます。

給湯室

研修室

会議室1

和

会議室2

室

調理室

入口

活動テーマ

辰ノ口自治会協議会

辰ノ口バイパスに花桃等植栽し、
うるおいの街道に整備する

長瀬地区自治会連合会

長瀬・塩川地域の史跡を散策するウオーキングコースを設置する

（荻窪自治会）荻窪ふるさと農道桜の会

ふるさと農道に桜の木を植え育て、開花時に花見会等住民の交流を図る

西内・平井自治会

地域住民が参加できる音楽隊「西内バンド」結成、地域の課題解決に向けて講演会や交流会を開催する

和子自治会

地域を一望できる里山道路を整備し、地域コミュニティの醸成と健康増進、景観形成を図る

特色あるまちづくり応援事業
団

3

体 名

活動テーマ

腰越花桃の会

腰越区内の道路脇や畑土手に花桃を植え管理・維持する

陣場地区土地利用研究委員会有志の会

陣場ぶどう畑周辺にドウダンツツジを植栽し、景観整備の実施と維持管理

SLOW-LIFEクラブ素浪人

東内下和子地区の景観整備やそば、菜の花で生活環境を継承する

霊泉寺温泉の活性化を考える会

霊泉寺温泉の活性化のため長野大学と連携して地域内を調査する

木曽義仲信州丸子会

御嶽堂岩谷堂桜のライトアップで義仲桜をＰＲする

荻窪炭焼きを楽しむ会

荻窪炭焼き窯を使用して技術を伝承し、山林を守り炭の活用を図る

箱山城・桜ロードの会

中丸子山道に桜を植栽し景観整備を行い世代間交流の場として活用する

鹿教湯商工会

鹿教湯里山を利用しセラピー公園としてマレットゴルフ場等整備し交流の場として活用する

お産を考える会 はぐHUG

丸子地域をモデルとしたお産と子育てに関する参加型イベントや講演会を開催する

丸子地域を活性化する会

平井地区で丸子地域全域から募集した案山子のイベントを開催し交流の場として活用する

〜ふるさとづくり・まちづくり事業が始まります〜

個性あるふるさとづくり応援事業
自治会名

丸子地域

丸子地域で実施していた住民提案型事

業は︑他地域の制度と統合し︑今年度か

ら﹁わがまち魅力アップ応援事業﹂とし

﹁わがまち魅力アップ応援事業﹂は︑自

て生まれ変わりました︒

治会による地域資源を活用した個性的な

活動﹁個性あるふるさとづくり応援事

業﹂と︑自らが創意工夫した﹁特色ある

日開催の丸子地

事

15

まちづくり応援事業﹂からなります︒

丸 子 地 域 で は ︑６ 月

域協議会で選考され︑下記のとおり

業が決定しました︒

これから実施される各種事業に地域の

皆さんもご協力いだきますようお願いい

たします︒上田市も市民協働で事業が実

施されるよう応援してまいります︒

かかし作り講習会
（丸子地域を活性化する会）
「かかし祭」8月中旬〜10／31
（国道254号沿線ほか）

13

わがまち魅力アップ応援事業が決定

入口

エレベーター

エレベーター

倉庫

地域団体
活動室

調理室、各種集会用に会議室、和室も整備されていま
す。観光客から地域住民まで幅広い方々の交流の場

2F

玄関ホール

調理室

郵便局舍

積939.5㎡で、屋外と一体的に使用が可能なステージ

●全館バリアフリー
●駐車場：17台可能
●多目的トイレ完備
●車椅子対応エレベーター
●郵便局併設

入口

WC

交流センター」が完成しました。鉄骨造2階建、延床面
が特徴的な多目的ホール、料理研究や実習もできる

庫

ロビー

平成19年7月から建設工事が始まった「鹿教湯温泉

活動拠
点として活用

丸子

平成20年/2008.9.1発行

地域自治センターだより 第３号
御屋敷平のひまわり畑［平井宮沢地区・9月上旬から下旬］
（写真提供：我山文一郎さん）

地域の話題

こだまの森クラフトミュージアム
「信州国際音楽村」

友好都市ブルームフィールド市郡
丸子地域を訪問

自然あふれる信州国際音楽村(生田)

7月20日「第47回長野県中学校総合体

で、地域住民や子ども達に「見て・触

育大会」柔道女子70㎏超級で優勝した

れて・楽しめる」アートを気軽に体験

丸子北中学校3年・山本和実さん。2年連

できる「こだまの森クラフトミュージ

続の優勝を「みんなで頑張ってきた成

アム」を開いています。

果」と振り返ります。

丸子北中「山本和実選手」
長野県大会２年連続優勝

7月から8月まで開催した第一弾のテ

北中柔道部は、部員21人みんなで選

ーマは「楽器」。上田にある数多くのす

手達をサポート・応援した姿勢が評価

ぐれた工房のギターを中心に、「信州上

され「ベストマナー賞」も受賞。創部7年

田のギター工房展」が開かれ楽器の展

目の今年、女子団体3位、3年滝澤穂波さ

示や、マンドリン・ウクレレの製作体

んが女子44㎏級で2位、2年永井絵理さん

験が行われました。

は57㎏級3位と過去最高の活躍でした。

アメリカ・コロラド州のブルームフィール

9月からのテーマは「オブジェ」。こ

ド市郡(上田市の友好都市)の訪問団が8

の秋、音楽村に足を運んでみてはどうで

月2日から10日まで丸子地域を訪れまし

すか。

山本さんは8月21日石川県白山市で開
催の全国大会へ出場しました。

た。2001年に旧丸子町で友好都市提携を
結んで以来、毎年交互に児童・生徒が両市
町を訪問して交流を進めてきました。
ホストファミリーとの交流や丸子ドドン
コへの参加 、小・中学生とのスポーツ交
流、茶道・着付け等の日本文化体験をしま
した。
また、善光寺、戸隠などにも訪れ、日
本、長野への訪問記念としていました。

丸子地域行事イベント予定（9月〜11月）
9月 第46回信州夏期大学
（丸子文化会館）
5日 ［3日目講座］
12日 ［4日目講座・閉講式］
9月

丸子の
原風景

21日
27日

深山の棚田（腰越深山）
山間地の田の保全と少ない耕地の活用のために、先人達の努力が続
いています。土地に対する愛着が感じられます。(丸子景観百選から)

10月

1日
5日
8日
13日
18日
下旬

11月

9日
15日
22日

地域づくりに関する
地域の素晴らしい風景（残したい風景）
提案をお寄せください。 や話題の写真をお寄せください。

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
URL▶http://www.city.ueda.nagano.jp/hp/mk/mtiiki/index.html

7日
14日
17日
19日

高嶋ちさこ＆加羽沢美濃(セレスホール)
丸子ゴルフ大会(丸子グランヴィリオゴルフ倶楽部)
第13回丸子地域シルバースポーツ大会
丸子男女共同参画事業映画会「歓喜の歌」
(セレスホール)
夏川りみコンサート(セレスホール)
げんきまるこ産業フェスタ
（カネボウ跡地）
(〜28日)
ぶどう収穫体験(塩川陣場地区)
国際交流フェスティバル(丸子文化会館)
まるこシルキーフォーラム(丸子文化会館)
第29回丸子体育祭(丸子総合体育館)
いきいきフェスティバル(丸子文化会館)
第27回丸子四季の里総合文化祭
［美術展・お茶会・芸能祭など］
(セレスホールほか)
（〜11月上旬）
第49回丸子地域駅伝大会
依田川ウオーキング講座
子どもの明日を考える集い（丸子文化会館）

上田市役所では6月1日から9月30日まで「クールビス」を実施しています。地球温暖化防止のため、職員にノーネクタイでの勤務を呼びかけています。
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