活力まるこ

義仲桜の苗木を植栽
丸子修学館高校応用生物科
が研究し育てるのに成功した義
仲桜の苗木を、地域に植栽して
いく計画で、御岳堂の依田川左
年度は2本を植栽しました。12
月10日、地元御岳堂自治会の役
員の皆さんと一緒に植栽の作
業をしました。
（写真）
親木は「岩谷堂」境内にある
樹齢800年の枝垂れ性エドヒガ
ン桜。木曽義仲ゆかりの桜とし
て伝えられ、毎年見事な桜を咲
かせています。
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地域づくり

2・3ページ…地域コミュニティの活性
「中丸子」バラ園づくり、
「腰越」遊歩道の整備
4ページ……地域の話題・イベント

1月1日第35回元旦マラソン・元気よく約290人が参加しました。
2会場それぞれ1.5㎞と３㎞のコースで、
今回はスポーツ少年団が運営に協力しました。

丸子地域・できごと短信（11月〜1月）
11月 7日
9日
9日
15日
19日
20日
20日
22日
23日
24日
29日
29日
12月 6日
29日
1 月 1日
11日
30日
31日

第26回東京丸子会総会
第49回丸子地域駅伝大会
第22回丸子地域消費生活展
第2回依田川ウオーキング講座
第8回丸子地域協議会
依田川沿岸土地改良区臨時総代会
子どもの明日を考える集い
丸子地域サッカー大会（〜23日）
あさつゆ収穫祭
パパママフェスタinうえだ
丸子ボランティア連絡協議会定期交流会
丸子解放センターまつり（〜30日）
ふれあい・人権の集い2008
氷灯ろう夢祈願 スタート
第35回元旦マラソン
上田市成人式
第9回丸子地域協議会
やまびこフォーラムin上田

スポット

丸子バラの会 会長

成 澤 啓 輔 さん

腰越自治会では︑依田川に架かる

地域で取り組まれている様々なコミュニティ

馬坂橋左岸の河川敷等を利用し︑幅

活動︒その活動を通して︑子どもも大人も交流

20

年度に丸子地域で取り組まれ

中丸子自治会では︑中丸子の河川

できる﹁憩いの場﹂づくりが︑地域の活性化に

今回︑平成

つながります︒

敷堤防沿い幅約４メートル︑延長１

約２メートル︑延長約４００メート

腰越

た︑腰越自治会と中丸子自治会のコミュニティ

００メートルを造成しバラ園を整備

ルの遊歩道﹁さんぽ・馬坂﹂を整備

しました︒

この遊歩道は ︑
スポーツ少年団﹁腰

しました︒

バラ園には︑四季咲き大輪系等の

バラを４３７本植栽し︑アーチやオ

域 住 民が日 頃の健 康づくりのために

越ＪＳＣ﹂
の練習場所として ︑
また地

隣接する堤防はウオーキングロー

安全に散歩等を楽しめる場所として

ベリスク等も設置されました︒

ドとして整備中で︑外来種アレチウ

整備され ︑
今年１月に完成しました ︒

に設けられた植栽帯には︑腰越花桃

リ等で荒れていた場所が整備され︑

今後︑バラの管理など一緒に活動

の会による花桃の植栽が計画されて

今後︑春にかけて︑遊歩道の両側

できる会員を募り︑多くの住民によ

いて︑景観に彩りや潤いをそえる予

バラ園として甦りました︒

るバラ栽培を通じた交流を図ってい

近くにある馬坂橋︑桜並木とあわ

定です︒

地区の住民だけでなく︑堤防道路

せ︑遊歩道周辺一帯が絶好の景観ポ

く予定です︒

を利用する多くの方々にも︑美しく

スポット

イントとなりそうです︒

中丸子のバラ園は㈶自治総合センターの
平成20年度緑化推進コミュニティ助成事
業、腰越の遊歩道は(財)長野県市町村振
興協会一般コミュニティ助成事業による
宝くじの助成を受けています。

咲くバラを楽しんでいただけます︒

バラ園からは、12月9日に完成した
「高齢者福祉施設・ベルポートまるこ」
を望むことができます。
この施設は、上田地域広域連合が運営
していた丸子地域にあった養護老人ホー
ム「陽寿荘」と、特別養護老人ホーム
「徳寿荘」が「社会福祉法人 大樹会」に
運営が移管され、二つの施設を統合して
カネボウ跡地に移転改築されました。

中丸子
活動を紹介します︒

バラ園からベルホートまるこを望む

ベルポートまるこ

バラ園づくり

依田川の堤防敷地が
「バラ園」に整備されて
大変うれしく皆様の協
力に感謝いたします。
環境美化、市民の憩い
の場所となることを願い、
維持、管理していきたいと思
います。
バラのさし木、つぎ木等の勉強会も開催した
いと思っています。

地域コミュニティの活性
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遊歩道の整備
至生田

中丸子
★ 中丸
中丸子バラ園

御岳堂

依田川橋
橋
●丸子修学館
高校
依田川
丸子中学校●

腰越自治会長

浅 倉 寛 義 さん
うま

さか

さんぽ・馬坂

さんぽ・馬坂

3

丸子橋

至武石方面

依田川に架かる唯一の木橋の「馬坂
橋」は、平成18年の台風で流出しました
が、平成19年に架け替えられました。
（上小で木橋は2つ。もう一つは上田市
小泉にある浦野川の醤油久保橋。）
春には桜並木が続き、良い景観を作っ
ています。

遊歩道整備により散
策ロードとマラソンの
練習コースが完成しま
した。関係する皆様に
感謝申し上げます。
管理運営については、腰
越花桃の会を中心に実施して
いきたいと考えております。
将来、スポーツ少年団 「腰越JSC」 からオリン
ピック選手が誕生することを期待しております。

至鹿教湯

馬 坂 橋

★
馬坂橋

内村川

丸子地域自治センター
●
●丸子中央小学校

上丸子

152

腰越橋

腰 越

2

丸子
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地域の話題・イベント

冬

人権セミナーを開催します

氷灯ろう夢祈願・開催中

イベント

97年から毎年恒例となって
いる「氷灯ろう夢祈願」。温泉街か
ら湯端通りをぬけ、五台橋の屋根の
下をくぐり文殊堂への階段から薬師
堂周辺まで続く約200個の氷で作ら
れた「氷灯ろう」にロウソクを灯し
て飾る幻想的なイベントです。
期間中（2月11日まで）毎日午後
4時30分ころ「氷灯ろう」に点灯し
ます。どなたでも参加できます。

第2回上田市花と緑のまちづくりコンクール団体（50㎡以上）の部／最優秀賞・腰越花花花の会（腰越）

①2月6日㈮ ②2月20日㈮ ③3月6日㈮
いずれも18時〜【参加無料】
場

●菅平高原スキー場
4月上旬まで
●番所ケ原スキー場
3月31日まで
●市民の森スケート場 2月15日まで

タートして2年目となる平成21年度は、

電話42-6682／有線24802

4月からの事業も対象となるよう、申し

市民税・県民税の申告受付

込みを1月から始めました。｢私たちの
地域をもっと魅力あふれる元気なまち
にしたい｣という皆さんからのご応募を

間●２月16日〜3月16日

お待ちしています。

受付時間●9時〜11時・13時〜16時
会場
長瀬市民センター
コミュニティセンター熊の森
南方公民館
塩川
コミュニティセンター塩川
西内 コミュニティセンター西内
東内 コミュニティセンター榎実の家
丸子地区・全地区
丸子地域自治センター

スキー・スケート場

「わがまち魅力アップ応援事業」がス

問合せ●丸子社会教育課

地区
長瀬
依田

わがまち魅力アップ応援事業
2月20日㈮まで

平成21年度事業を募集中。

所●丸子文化会館 小ホール

期

募集中

受付日
2月19日･20日
2月23日･24日
2月25日
2月26日
2月27日
3月 2 日

申込先●丸子 地域振興課
電話42-1041／有線24510

上記以外の日

問合せ●丸子市民生活課 税務収納担当
電話42-1030／有線24522
JA信州うえだ農協の
窓口廃止のお知らせ

パパママフェスタ
（11／24・丸子文化会館）

丸子地域自治センター内のJA窓口が3月31日で廃止となりますので、市以外
の納税等の納付ができなくなります。
お近くの金融機関をご利用ください。

丸子地域行事イベント予定（2月〜3月）

丸子の
原風景

箱畳池（はこだたみいけ） 遠く蓼科山の伏流水が引かれ、藤原田地区の
かんがい用水に利用されています。平成11年に整備された箱畳公園
から眺む浅間山や蓼科山の眺望が素晴らしい丸子八景の一つです。

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

2月 6日 人権セミナー第1講座（丸子文化会館）
「地域でともに歩む明るい仲間たち」
〜視覚障がい者の方々と交流しましょう。
10日 マリコヴィンヤード ワインセミナー
（ホテル祥園）
13日 依田窪勤労者部落解放学校講座
（丸子文化会館）
「エイズ・予防と実態から・人権の問題として」
14日 花づくり講習会（丸子修学館高校）
14日 バレンタインコンサート2009（信州国際音楽村）
16日 市民税・県民税の申告受付
（〜3月16日）
20日 人権セミナー第2講座（丸子文化会館）
「求めてきたもの、そして今」
20日 ハーモニースクール文化祭[作品展とコンサート]
（信州国際音楽村）
22日 こだまの森ミュージアム（信州国際音楽村）
再生の美展〜再生から未来へつなぐ・最終日
28日 特別展「昭和の子ども」
（丸子郷土博物館／〜3月22日）
28日 シリーズ文化講演会第2回（丸子文化会館）
6日 人権セミナー第3講座（丸子文化会館）
「当たり前のことを当たり前に」
〜人権・同和教育の意味を考える
3月
8日 シリーズ文化講演会第3回（上田文化会館）
中旬 福寿草まつり
（武石・唐沢地区）
〜4月上旬
17日 わがまち魅力アップ応援事業丸子地域
実績報告会（丸子文化会館）
下旬 すいせんまつり
（信州国際音楽村）

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・暖機不要、エンジンをかけたらすぐ出発しましょう。
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