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上丸子・中丸子・下丸子・
依田・長瀬・塩川

上田市上丸子1600-1
（丸子ふれあい
　　　　ステーション内２階）

42-0015

西内・東内・腰越

上田市下武石771-1
（武石デイサービスセンター
　　　　　　　　　やすらぎ内）

41-4055

担当地区

所在地

電　話

丸子の
原風景

石尊の辻跡（雷電ゆかりの地）　依田川堤防沿いの長瀬地
区、亜夫利神社に並んで石の碑が立っています。江戸時代の相撲道
場として、大力士「雷電」をはじめ多くの力士を育てた場所の跡です。

環境美化の取組みにより各地域の
水質が向上しホタル発生の情報が
多く寄せられています。

武石地域包括支援センター丸子地域包括支援センター

信州ルネッサンス2009
　6月6日、新生上田市発足3周年記
念事業・信州国際音楽村開村22周
年記念として開催された信州ルネ
ッサンス2009は、地域住民が手作
りで参加する地域イベントです。
　ふれあい広場、パフォーマンスス
テージで昼間のイベントを盛り上
げ、メインコンサートの「イルカここ
ろねアコースティックコンサート」
では、信州国際音楽村児童合唱団
及び多くのこども達が歌手のイル
カと共演しました。

響き 丸子

地域づくり

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

　昨年度まで市の直営で行っていた地域包括
支援センターは、この4月から上田市社会福
祉協議会に委託され、新たなメンバーで活動
を開始しています。
　丸子地域は丸子地域包括支援センターと武
石地域包括支援センターで地区を分けて担当
しています。上丸子・中丸子・下丸子・依
田・長瀬・塩川地区を「丸子地域包括支援セ
ンター」で、西内・東内・腰越地区を「武石
地域包括支援センター」で担当しています。
高齢者の皆さんの介護に関する相談や介護予
防に関することなどお気軽にご相談ください。
また、今までどおり、健康福祉課高齢者支援
係でも相談をお受けしています。併せてご利
用ください。

（高齢者支援係  直通電話 42-0092）

 20日 ラベンダー祭り ’09〔～7月20日まで〕
  （信州国際音楽村）
 4日 第4回上田市民ゴルフ大会クローバーカップ
  〔～5日まで〕（丸子グランヴィリオゴルフ倶楽部）
 30日 丸子文化会館自主文化事業
  米村でんじろうサイエンスショー（チケット完売）
 1日 丸子ドドンコ
 9日 信州爆水RUN in 依田川(依田川・内村川)
  参加問合せ▶丸子総合体育館(電話43-2250)

丸子地域行事イベント予定（6月～8月）

地域の話題

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。

ラベンダー祭り（信州国際音楽村）

6月

7月

8月

 5月  1日～ 平井寺トンネル有料道路「市民割引回数券」販売開始
 8日 犬の登録・狂犬病予防注射（丸子地域）〔～5/24〕
 10日 丸子身体障害者福祉協会定期総会
 11日 上田市連合婦人会総会
 12日 上小食品衛生協会丸子武石支部総会
 13日 丸子テクノネット通常総会
 14日 春の県下一斉河川パトロール
 14日 丸子有線放送農業協同組合第46回通常総代会
 15日 丸子町商工会通常総代会
 19日 丸子女性団体連絡協議会総会
 22日 第2回丸子地域協議会
 25日 丸子地区社会福祉協議会総会
 25日 丸子水道工事事業協同組合通常総会
 25日 依田窪清掃事業協同組合総会
 26日 依田窪交通安全協会定期総会
 26日 JT開発地における交流文化施設に関する公聴会
 27日 上田市丸子地域振興公社理事会及び第63期通常総会
 28日 まるこトットコ会通常総会
 6月  2日 依田窪防犯協会連合会理事会及び総会
 2日 長野県警察の組織再編整備計画（案）住民説明会
 4日 丸子工業振興会定期総会
 5日 上田たばこ販売協同組合・美化活動
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ホタル 6月中旬～7月上旬

地域包括支援センターが活動しています地域包括支援センターが活動しています地域包括支援センターが活動しています地域包括支援センターが活動しています

（昨年発生情報）

中城沢（生田）

   狐塚沢（塩川）

     表沢（長瀬）

       内村川（東内・平井）

         大沢（生田）

           西川（下丸子）

丸子地域の高齢者の
総合相談窓口として

竹ずっぽの会「もちつき」
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上田市はISO14001を導入し環境配慮活動を推進しています。　家電製品の買い替えは環境にやさしい「省エネ商品」にしましょう。
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個性あるふるさとづくり事業 （自治会対象）

特色あるまちづくり応援事業 （団体対象）

　わがまち魅力アップ応援事業は平成20年度からスタートし、今年で２年目となる事業。
丸子地域では今年度新たに６団体が採択されました。
　採択にあたっては、各自治会・団体の代表者によるプレゼンテーションで、丸子地域協
議会による厳正な選考が行われました。
　個性あるふるさとづくり事業（自治会対象）が６自治会、特色あるまちづくり事業（団
体対象）が12団体、合計18団体が事業を始めていきます。

辰ノ口自治会協議会

荻窪自治会

西内自治会・平井自治会

和子自治会

平井自治会

長瀬地区自治会連合会・
丸子史料研究会

辰ノ口バイパス道路景観整備

史跡散策ウオーキングコースの開発

荻窪ふるさと農道景観整備

地域が育てる西内っ子育成支援活動

ふるさと景観づくりと健康の里づくり

平井地区穴沢枝垂れ栗・榎の育成
と保存

ふるさと農道と重要文化財「虚空蔵堂」周辺の整備、桜の木・花を植栽。

地域を一望できる里山道路(遊歩道)の整備、花木の植栽。

長瀬・塩川地域の史跡散策遊歩道整備、案内看板の設置、
史跡マップの作成。

辰ノ口バイパス道路分離帯に、しだれ花桃の植栽、花苗の植栽、
草刈とごみ拾い。

ホームページ開設、地域クラブ事業計画、小学校と地域の活
動発表・展示会開催。

天然記念物枝垂れ栗・榎の育成（接木・さし木・親木の育成）
と保存。

内　　　　　容事　　　業自治会名

霊泉寺温泉の活性化を
考える会

お産を考える会
　　　　　はぐ HUG
丸子地域を
　　　　活性化する会

SLOW-LIFE
　　　　クラブ素浪人

木曽義仲信州丸子会

箱山城・桜ロードの会

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

独鈷山千本櫻の会

地域の景観整備と生活環境の継承

霊泉寺温泉未来プロジェクト

木曽義仲ゆかり史跡整備

箱山城・桜ロード整備

お産と子育てに優しい街づくり

かかし祭りの企画・運営

飯沼古文書群を後世に伝える

丸子バラを育てる事業

一本木公園整備

ほたる飛び自然豊かな里山造り

地域おこし

かあちゃん達が伝えるおらが村（内村）
の幸せ

内　　　　　容事　　　業団体名

わがまち魅力アップ応援事業
今年度18団体が採択されました

下和子地域の道路・河川に花木植栽・育成、ゴミゼロ運動、遊休農
地の活用（そば、菜の花の栽培）、高齢者・児童等との収穫祭。

遊歩道の整備、山菜・野草・きのこまつりの開催、長野大学
と連携し植栽の研究、パンフレット作成、講演会。

木曽義仲ゆかりの案内看板の設置、のぼり旗作成、史跡マッ
プの作成。

桜、花木の植樹、中丸子地籍から箱畳池方面に通じる山道沿
い、箱山城への歩道工事及び市街展望台整備。

「パパママフェスタinうえだ2009」開催。

かかしづくり講習会、国道254号と市道宮沢霊泉寺線沿い及
び御屋敷平を中心にかかしの展示、かかしコンテスト実施。

飯沼の歴史等講演会の開催、古文書調査。

中丸子依田川右岸堤防周辺地域の環境整備、アレチウリ・ア
カシア等の除去、植栽したバラの管理。

長瀬、塩川地区の境に位置する「一本木塚」の周辺道路の整
備、木製ベンチ製作設置。

塩川用水の水路内整備、周辺の整備（樹木伐採、歩道整備
等）、花木植栽、ほたる発生勉強会。

内村地区食文化の継承、調理実習、「お話しやしょ」の開催、
身近な荒廃地を耕し野草、薬草などの栽培。

独鈷山麓の御屋敷地籍に11年前から植えている約1,500本の
桜の櫻祭りを開催。パンフレット作成等。会議内容については、ホームページをご覧ください。　http://www.city.ueda.nagano.jp/hp/ht/jiti/kyogikai/marukokyo.html

●第１回（４月21日開催）
・平成21年度当初予算の丸子地域における主な施策
・地元施工交付金の廃止　ほか

●第２回（５月22日開催）
・JT開発地における交流・文化施設のありかた
　中間報告
・わがまち魅力アップ応援事業
・地域協議会の運営　ほか

●平成21年度丸子地域協議会委員

［会　長］ 片桐　　久（海　戸）
［副会長］ 笹井壽美枝（八日町）

武井　純雄（沢　田）
竹花　勝美（石　井）
土屋　猶子（海　戸）
成澤　啓輔（中丸子）
成澤みつ子（町　組）
本間　陽子（中丸子）
宮坂　静雄（町　組）
村松　正孝（下長瀬）
柳原　幸生（下和子）

［会　員］ 浅倉　寛義（腰　越）
 生田　淳一（西　内）
 大森　益子（上長瀬）
 木下　良子（下長瀬）
 倉沢　史子（中丸子）
 甲田　　孝（中丸子）
 笹沢　　暁（海　戸）
 滝沢　俊之（茂　沢）
 滝沢　　浩（平　井）

よろしく 
お願いします。

平成21年度

丸子地域協議会報告

　長瀬・塩川地区から住民が集まり、盛大に花
見が行われました（写真）。周辺道路の整備、
木製ベンチの設置等を実施してまいります。

一本木公園をつくる会

　水路及び周辺を整備（写真）、ホタル発生
の勉強会を開催してまいります。活動の取
組みにより地域住民の交流を深めます。

中丸子ほたるの里の会

　西内・平井に住むかあちゃん達が「お話しやしょ」
（写真）を開催し、霊泉寺・大塩・鹿教湯の温泉の良
さ、地域の良さを伝えていきます。

内村っ娘の会

　独鈷山麓の御屋敷地籍の荒廃地に植栽した櫻は
1,500本を超えています。櫻祭りを開催し（写真）活力
ある地域を目指します。

独鈷山千本櫻の会

各団体の
今年度の取組みが
スタートしました。
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柳原　幸生（下和子）

［会　員］ 浅倉　寛義（腰　越）
 生田　淳一（西　内）
 大森　益子（上長瀬）
 木下　良子（下長瀬）
 倉沢　史子（中丸子）
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 笹沢　　暁（海　戸）
 滝沢　俊之（茂　沢）
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よろしく 
お願いします。

平成21年度

丸子地域協議会報告

　長瀬・塩川地区から住民が集まり、盛大に花
見が行われました（写真）。周辺道路の整備、
木製ベンチの設置等を実施してまいります。

一本木公園をつくる会

　水路及び周辺を整備（写真）、ホタル発生
の勉強会を開催してまいります。活動の取
組みにより地域住民の交流を深めます。

中丸子ほたるの里の会

　西内・平井に住むかあちゃん達が「お話しやしょ」
（写真）を開催し、霊泉寺・大塩・鹿教湯の温泉の良
さ、地域の良さを伝えていきます。

内村っ娘の会

　独鈷山麓の御屋敷地籍の荒廃地に植栽した櫻は
1,500本を超えています。櫻祭りを開催し（写真）活力
ある地域を目指します。

独鈷山千本櫻の会

各団体の
今年度の取組みが
スタートしました。
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丸子地域 包括支援センター 武石地域 包括支援センター

上丸子・中丸子・下丸子・
依田・長瀬・塩川

上田市上丸子1600-1
（丸子ふれあい
　　　　ステーション内２階）

42-0015

西内・東内・腰越

上田市下武石771-1
（武石デイサービスセンター
　　　　　　　　　やすらぎ内）

41-4055

担当地区

所在地

電　話

丸子の
原風景

石尊の辻跡（雷電ゆかりの地）　依田川堤防沿いの長瀬地
区、亜夫利神社に並んで石の碑が立っています。江戸時代の相撲道
場として、大力士「雷電」をはじめ多くの力士を育てた場所の跡です。

環境美化の取組みにより各地域の
水質が向上しホタル発生の情報が
多く寄せられています。

武石地域包括支援センター丸子地域包括支援センター

信州ルネッサンス2009
　6月6日、新生上田市発足3周年記
念事業・信州国際音楽村開村22周
年記念として開催された信州ルネ
ッサンス2009は、地域住民が手作
りで参加する地域イベントです。
　ふれあい広場、パフォーマンスス
テージで昼間のイベントを盛り上
げ、メインコンサートの「イルカここ
ろねアコースティックコンサート」
では、信州国際音楽村児童合唱団
及び多くのこども達が歌手のイル
カと共演しました。

響き 丸子

地域づくり

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

　昨年度まで市の直営で行っていた地域包括
支援センターは、この4月から上田市社会福
祉協議会に委託され、新たなメンバーで活動
を開始しています。
　丸子地域は丸子地域包括支援センターと武
石地域包括支援センターで地区を分けて担当
しています。上丸子・中丸子・下丸子・依
田・長瀬・塩川地区を「丸子地域包括支援セ
ンター」で、西内・東内・腰越地区を「武石
地域包括支援センター」で担当しています。
高齢者の皆さんの介護に関する相談や介護予
防に関することなどお気軽にご相談ください。
また、今までどおり、健康福祉課高齢者支援
係でも相談をお受けしています。併せてご利
用ください。

（高齢者支援係  直通電話 42-0092）

 20日 ラベンダー祭り ’09〔～7月20日まで〕
  （信州国際音楽村）
 4日 第4回上田市民ゴルフ大会クローバーカップ
  〔～5日まで〕（丸子グランヴィリオゴルフ倶楽部）
 30日 丸子文化会館自主文化事業
  米村でんじろうサイエンスショー（チケット完売）
 1日 丸子ドドンコ
 9日 信州爆水RUN in 依田川(依田川・内村川)
  参加問合せ▶丸子総合体育館(電話43-2250)

丸子地域行事イベント予定（6月～8月）

地域の話題

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。

ラベンダー祭り（信州国際音楽村）

6月

7月

8月

 5月  1日～ 平井寺トンネル有料道路「市民割引回数券」販売開始
 8日 犬の登録・狂犬病予防注射（丸子地域）〔～5/24〕
 10日 丸子身体障害者福祉協会定期総会
 11日 上田市連合婦人会総会
 12日 上小食品衛生協会丸子武石支部総会
 13日 丸子テクノネット通常総会
 14日 春の県下一斉河川パトロール
 14日 丸子有線放送農業協同組合第46回通常総代会
 15日 丸子町商工会通常総代会
 19日 丸子女性団体連絡協議会総会
 22日 第2回丸子地域協議会
 25日 丸子地区社会福祉協議会総会
 25日 丸子水道工事事業協同組合通常総会
 25日 依田窪清掃事業協同組合総会
 26日 依田窪交通安全協会定期総会
 26日 JT開発地における交流文化施設に関する公聴会
 27日 上田市丸子地域振興公社理事会及び第63期通常総会
 28日 まるこトットコ会通常総会
 6月  2日 依田窪防犯協会連合会理事会及び総会
 2日 長野県警察の組織再編整備計画（案）住民説明会
 4日 丸子工業振興会定期総会
 5日 上田たばこ販売協同組合・美化活動

丸
子
地
域
・
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月
）

ホタル 6月中旬～7月上旬

地域包括支援センターが活動しています地域包括支援センターが活動しています地域包括支援センターが活動しています地域包括支援センターが活動しています

（昨年発生情報）

中城沢（生田）

   狐塚沢（塩川）

     表沢（長瀬）

       内村川（東内・平井）

         大沢（生田）

           西川（下丸子）

丸子地域の高齢者の
総合相談窓口として

竹ずっぽの会「もちつき」
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上田市はISO14001を導入し環境配慮活動を推進しています。　家電製品の買い替えは環境にやさしい「省エネ商品」にしましょう。
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