げんき丸子

1月10日に成人式が開催され、

丸子会場（丸子文化会館）には191

人の新成人が参加しました。成人
式実行委員会で作成した、昔を振
り返る「スライドショー」に新成人
たちから歓声が上がりました。ま
た、代表２名が「誓いの言葉」を
述べ、大人としての第一歩を踏み
出す決意を表明してくれました。
将来の日本・世界をリードする
若い力に期待します。
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丸子地域・できごと短信 ︵

地域づくり

2ページ……期待高まる丸子新図書館建設始動

月〜

12

第36回 元旦マラソン
1月1日、319人が参加し２会場それそれ1.5㎞と3㎞のコースを元気よく走りました。

月︶
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12月 ３日
16日
18日
29日
1月 １日
4日
10日
13日
14・15日
15日
19日
27日
28日
28日
2月 4日
17日
18日
18日

ふれあい人権の集い
丸子地域自治会長連絡会
第９回丸子地域協議会
氷灯ろう夢祈願(〜1/31)
第36回元旦マラソン
循環バス
「まりんこ号」ダイヤ改正
平成22年上田市成人式
「川の絵・川の写真展」(〜2/26)
交流・文化施設等整備計画説明会
丸子町商工会・武石村商工会合併契約調印式
上田市明るい選挙推進大会
みんなの人権セミナー第1講座
マリコヴィンヤード・ワインセミナー
資源循環型施設公募説明会
第29期依田窪勤労者部落解放学校第1講座
丸子女性団体連絡協議会学習会
川について考えよう市民会議
みんなの人権セミナー第2講座

［平成22年度］・基本・実施設計、用地取得

丸子新図書館建設始動

学校給食
センター

子育てサロン等
旧食堂棟

ベルプラザ

期待
高
ま
る

地

［平成24年度］・図書、備品購入

丸子・武石地域図書館としての新図書館建設が平成二十二年度

カネボウ跡地の丸子新図書館建設予定地

約5,200㎡
（約1,570坪）

から始動します︒そのための準備が始まりました︒

地域図書館として整備
現在の丸子金子図書館は老朽化が進
み︑耐震性にも問題があることから︑
丸子町時代から改築が検討され︑まと
められた建設計画・建設プランが新市
に引き継がれました︒
新市においては新たに︑上田市全体
の図書館のあり方を示す﹁上田市図書

民

1,500㎡内外
物 鉄骨平屋建
◎建

地 約6,500㎡

◎用

館基本構想﹂を策定︑丸子図書館につ

約1,300㎡(約390坪)

住宅団地

［平成23年度］・建設、外構工事
建設の目安

いては①丸子・武石地域の地域図書館
として整備︑②建設地は︑丸子町時代
に決定していたカネボウ跡地中丸子保
育園北側とする︑③真田地域の図書館
建設が終了後︑建設に着手︑といった
基本方針が示されました︒
月︑丸子・

本年度真田図書館建設に着手︑目途
がついたことから︑昨年

武石地域各方面の代表で構成される
﹁丸子図書館建設運営研究会﹂もス
タート︑地域の皆さんの意見もお聞き
また昨年末には︑市議会︑丸子地域

し︑
よりよい図 書 館 建 設 をめざし ます ︒
自治会長連絡会︑丸子地域協議会への
報告も行われました︒

◎事業年度 平成22年度〜平成24年度の3年間
フレスポ
まるこ

図書館駐車場予定地
中丸子
保育園

ベルパーク
公募による利活用対象用地

2

丸子図書館建設運営研究会

丸子新図書館建設予定地

10

図書館予定地
ベルポートまるこ
（老人福祉施設）
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※地域図書館という位置付けから、建設プランは

丸子町時代のものとは異なります。

・地域全体の発展策について

・地域予算（持寄分基金）
の活用について

・地域自治センターのあり方について

③ 地域自治センターの活用について

丸子地域協議会報告

・地域協議会の役割強化策について

21

年度

② 地域協議会のあり方に関する意見書について検討

平成

① 丸子地域の防犯灯LED化についての意見書を市長宛に提出（12月18日付）

丸子地域協議会は︑丸子地域の重要事項を話し合い︑市に対して

【調査研究事項】

意見を述べたり︑市民協働によるまちづくりについて調査研究を

日︶

18

行っています︒話し合われた内容について報告します︒

12

︻報告事項︼

●第９回︵ 月

今までの経過と今後の利用について報告 ︒

・カネボウ丸子工場跡地利用について

︵公有財産管理課︶

・交流・文化施設等整備計画について

市でまとめた整備計画の概要について報告 ︒

︵交流・文化施設建設準備室︶

・上田市未来っ子かがやきプラン骨子案について

意見募集について説明︒

︵子育て・子育ち支援課︶

・こどもの日行事補助金廃止について

︵社会教育課︶

分館交付金交付方法の変更について報告︒

︵社会教育課︶

年度で整備する︒

24

・丸子図書館建設について

22

丸子図書館建設運営研究会がスタートし︑

平成 年度から平成

・丸子公民館移転について

19

丸子町商工会の移転に伴い︑丸子文化セン

回︵ 月 日︶

１

ターに丸子公民館を移転する ︒︵社会教育課︶

●第

・上田市建築物における駐車施設の附置等に関

する条例の公布について報告︒ ︵建築指導課︶

10

④ 旧カネボウ丸子工場食堂棟活用検討専門部会を開催し、あり方・活用方法を検討。
⑤ わがまち魅力アップ応援事業・平成22年度事業の審査方法について

協議会は

どなたでも傍聴できます。
お出かけください。

会議記録はホームページに公表しています。
丸子地域協議会ホームページ
http://www.city.ueda.nagano.jp/hp/ht/jiti/
kyogikai/marukokyo.html
地域振興課（電話42-1011／有線24510）

ふれあい・人権の集い2009
12月3日に「ふれあい・人権の
集い2009」を開催しました。
参加者からのアンケートの中に
は「偏見と差別に耐え、津軽三味
線の一流奏者になられた長谷川さ
んの人生はすばらしいと思いま
す」
「まわりの人に勇気を与えて
くれます」などの感想が寄せら
れ、長谷川一義さんの津軽三味線
の演奏とトークは、聞いた方々に
「明日から私も頑張ろう」という
生きる喜びを与えてくれました。
3

丸 子 公 民 館 だ よ り

丸子
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お知らせコーナー
第3回上田市花と緑のまちづくりコンクール50㎡以上の部〔奨励賞〕藤原田花と緑の会

信州国際音楽村
すいせん祭りを開催します

依田川リバーフロント市民協働事業

川の絵・川の写真展 開催中

わがまち魅力アップ応援事業
実績報告会を開催します

●3月下旬から4月中旬まで

みなさんからご応募いただいた
地域の川を題材とした絵31点・写
真18点を展示しています。

平成21年度に採択された18団体
の皆さんによる事業成果・実績を
報告する実績報告会を開催します。

●信州国際音楽村すいせん畑

● 2月26日㈮まで

●3月19日㈮ 午後1時30分〜

●午前10時〜午後4時(期間中無休)

●丸子地域自治センター 1階ロビー

●丸子文化会館小ホール

※具体的な開催時間は、すいせんの
開花状況にあわせ決定します。

センターへお越しの際はぜひご
覧ください。

3,000㎡の畑に咲く10万本のすい
せんが、皆様のご来場をお待ちし
ています。
㈶信州国際音楽村
上田市生田2937-1
電話42-3436 Fax 42-3948

実行委員会事務局
丸子地域自治センター地域振興課
電話42-1011 有線24510

各団体の熱心な取組みの状況
を、ぜひお聞きください。

辰ノ口自治会協議会・長瀬地区自治会連合会・
荻窪自治会・西内平井自治会・和子自治会・平井
自治会・SLOW-LIFEクラブ素浪人・霊泉寺温泉
の活性化を考える会・木曽義仲信州丸子会・箱
山城桜ロードの会・お産を考える会はぐHUG・
丸子地域を活性化する会・上田飯沼史学会・丸
子バラの会・一本木公園をつくる会・中丸子ほた
るの里の会・内村っ娘の会・独鈷山千本桜の会

丸子地域行事イベント予定（2月〜3月）
平成22年度市県民税申告相談(〜3月15日)
丸子女性団体連絡協議会学習会
※誰でも参加可(丸子地域自治センター)
18日 川について考えよう市民会議
(丸子地域自治センター)
18日 みんなの人権セミナー第2講座
「心が育つとき」(丸子文化会館)
26日 第11回丸子地域協議会
26日 上田市連合婦人会出前講座「上田市の財政状況」
※ 誰でも参加可（丸子ふれあいステーション）
26日まで「川の絵・川の写真展」(丸子地域自治センター)
27日 シリーズ文化講演会 講談師・神田紅さん
(丸子文化会館)
3月 4日 講演会「子どもの急な病気けが困ったときの
対処法」(丸子保健センター)
10日 みんなの人権セミナー第3講座
「なぜ人権侵害救済法か」(丸子文化会館)
12日 わがまち魅力アップ応援事業プレゼンテー
ション選考・第12回丸子地域協議会
(丸子地域自治センター)
19日 わがまち魅力アップ応援事業・実績報告会
(丸子文化会館)
21日 上田市長・上田市議会議員選挙告示
22日 上田市長・上田市議会議員選挙期日前投票開始
28日 上田市長・上田市議会議員選挙投票・開票日
2月 16日
17日

丸子の
原風景

どんど焼き

まゆだま

15日前後で各地区で行われたどんど焼き。繭玉を焼いて食べ無病
息災を祈願しました。（写真：藤原田）

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

上田市はISO14001を導入し環境配慮活動を推進しています。 エコドライブ・暖気不要、エンジンをかけたらすぐに出発しましょう。
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