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福島からクルー サマーキャンプinかけゆ（〜8/22）
第49回信州夏期大学 開講式[全5講座]（〜9/13）
第5回上田市総合防災訓練
ＳＢＣラジオ 坂橋克明アナウンサー講演会
「坂ちゃんがセレスホールにやって来る！」
9月 1日 第5回丸子地域協議会
13日 丸子地域シルバースポーツ大会
マリコヴィンヤード ぶどう収穫体験（〜10/15）
16日 男女共同参画映画会 「武士の家計簿」上映
18日 丸子ゴルフ大会
29日 第6回丸子地域協議会
10月 1日 文殊堂紅葉通り抜け茶会（〜10/31）
8日 げんきまるこ産業フェスタ（〜10/9）
市民健康づくり講演会「ストップ！糖尿病」
徳島大学ヘルスバイオサイエンス研究部 嶋袋充生氏
10日 第32回丸子体育祭
鹿教湯商工観光祭 食・浴の秋祭り
14日 まるこシルキーフォーラム2011
8月 18日
8月 24日
27日
28日

丸子地域自治センターだより 第23号

親睦と交流の輪が広がる

９月
13

日︵火︶丸子総合体育館︑丸子ゲートボール場︑天

下山マレットゴルフ場において︑丸子地域シルバースポーツ

大 会 が 開 催 さ れ ︑ 約５ ０ ０ 名 の 参 加 者 で 各 会 場 が に ぎ わ い ま

した︒

地域の話題

競技前の準備体操

スマイルボウリング

ペタンク

マレットゴルフ

ゲートボール

大会長

●成績順位表
種目

優勝

準優勝

スマイル
ボウリング

南方友和会A

中丸子ときわ会B

ペタンク

沢田高齢者
クラブ

ゲートボール

飯沼五月会

3位

4位

秋和会A（3位） 東寿会B（3位）

茂沢長生クラブA 茂沢長生クラブB 上組高齢者クラブA
平井紅葉会

海戸寿会

清水まき子さん
竜野幹雄さん
中村紀美子さん
マレットゴルフ
（中山悠友クラブ） （鹿教湯愛郷会） （飯沼五月会）

−
山岸昇さん
（東寿会）

丸子地域高齢者クラブ連合会
会長 宮下 忠さん

大勢の会員の方々に参加してもらい、盛
大な大会となりました。丸子地域では高齢
者が集まりやすい態勢が整えられており、
時代や要望に合わせて新しいクラブを作っ
ても良いと考えています。これからも多く
の方々に単位クラブへ積極的に参加しても
らい、ますます活発に、楽しく健康的に過
ごしてほしいと思います。
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地域の話題

音楽

西内小学校金管バンドは7月30、31日に行われた「第23回長野県小学校バンドフェスティ
バルステージ部門」で『スーパー・マジック・プレイヤーズ賞』を受賞し、長野県代表として10
月29日に岐阜県高山市で行われる東海大会に出場します。

今年は6年生14名、
5年生8名の編成です。
東海大会では、み
んなの心を一つにし
て、「ディズニー・ム
ビー・マジック」とい
う曲を演奏します。
この曲の楽しい雰
囲気が伝わるよう、
明るく元気いっぱい
にノリノリで演奏し
たいと思います。

部長の永井ひかりさん

7月31日長野県松本文化会館

地域がきらり

鹿教湯
温泉大賞

西内・平井地区のかかし祭りは、地域の活性化と景観保全を目的と
して、平井西内共用財産管理会が中心となって実行委員会を結成し、
平成16年から開催されています。
西内〜平井の国道254号沿線および市道宮沢霊泉寺線沿線を中心
に、約40体のかかしが展示されており、自由に鑑賞できますので、丸
子温泉郷へお越しの際にはぜひ御覧ください。

霊泉寺
温泉大賞

大塩
温泉大賞

振興事業団
理事長賞

●平成２３年度

委員長

3

池内宜訓さん

関係者の皆さんの協力を得
て、今年で８回目を迎えること
ができました。特に毎年出品し
てくださる方には感謝していま
す。かかしの出品数が少しずつ
減ってきている事は心配です
が、かかしを中心とした世代間
交流の広がりにより、出品数が
増加する事を期待すると共に、
地域の皆さんの御協力により次
代へ続く活性化事業を継続して
いきたいと思います。

丸子温泉郷

案山子まつり 審査結果

（敬称略）

各賞名

作品名

出品者

1

鹿教湯温泉大賞

すずめ追う一本足の案山子

佐藤

林司

2

霊泉寺温泉大賞

地域の見守り隊

桜井

純一

3

大塩温泉大賞

われら西内フレンズ

西内小学校５年生

4

振興事業団理事長賞

どんぐり太郎

とんぼハウス

5

特別賞

仮設住宅のスロープ じいちゃん大丈夫かな

永井

重幸

6

特別賞

今日も暑そうだね

永井

夏代

7

特別賞

卯

小山

一正

丸子地域自治センターだより 第23号

心の輪 広がる

地域の話題
丸子中央小学校と
丸子修学高等学校との交流がはじまりました

交流学習は、小学生には農業及び植物栽培に関して、実際に体験することで理解を深めることを目的とし、高校生には
指導する立場（先生役）
で児童とともに学習することにより、学習内容をより深化させ、社会性・指導性・科学性を高めるこ
とを目的としており、今年は丸子中央小学校５年生と丸子修学館高等学校「農業科学基礎」選択生徒が参加しています。
これまでに、春の田植え作業、秋の大根播種作業と稲
９月６日
（火）
刈り作業を行い、冬には交流会（試食含む）が行われる予
大根播種
定です。
６月７日
（火）
田植え

丸子地域内の小学校と高校が交流学習を行うことで、次
代の心の交流が図られ、地域の絆がさらに深まることが期
待されます。

地域全体で魅力アップ！
新たな観光ニーズに応えるため、地域の観光スポットの連携が始まりました
丸子温泉郷では、宿泊でお越しになった方を中心に塩川
地区陣場台地のワイン用ぶどう畑での収穫作業体験と、現
地での昼食をセットにした団体旅行の受け入れを昨年から
実施しています。昨年の宿泊者向けツアーが好評だったた
め、今年からは日帰りツアーも実施し、
この企画だけでも愛
知県から３日間で115名の方にお越しいただきました。
陣場台地での昼食の際は、あまり知られていないワイン
用ぶどうの収穫を体験し、その味わいのすばらしさと、菅平
から浅間山にかけて見事に開けた山々の眺望に、参加者の
多くから喜びの声が 聞
かれます。
この 宿 泊 者 向け ツ
アーで提供される昼食
は、鹿教湯温泉旅館組合青年部が考案したメニューで、長野の郷土食材である塩丸い
かをワインに合うようにアレンジしたものや、地元野菜に地元の焼きたてパンなど、
い
わゆる「地のもの」
にこだわった内容がほかには無い個性となって人気を呼び、参加者
からは食材に関する質問が毎回出て、昼食の間の賑やかなひとときを楽しんでいます。

陣場台地でワイン用ぶどうの収穫体験

日帰りツアーでは 、丸子温泉郷
の活性化に取り組む内村っ娘の会
が生み出した郷土料理バイキング
で、食材から調理法まで郷土色が
ふんだんに盛り込まれた料理に皆
さんが舌鼓を打ちました。
内村っ娘の会のみなさんによる昼食提供

産業観光課

電話42-1048／有線24524
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平成
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5

9

日︵第 回会議︶

29
6

丸子地域協議会

1

年度

9

月 日︵第 回会議︶
・ 月

地域協議会事務局（地域振興課内）

●

地域協議会で話し合われた内容は、ホームページに掲載しています。
http://www.city.ueda.nagano.jp/hp/sys/20091015144015078.html

分散会において検討を重ねてきた研究項目について ︑

緊急時連絡カード・マップに関する研究会

左記のとおり５つの部会を設置して ︑
詳細事項の研究を

荒廃農地解消に関する研究会

進めることが決 定し ︑
各 部 会ごとの調 査 研 究 が始 まり

地域の産婦人科医療を考える研究会

ました ︒

公共交通に関する研究会

研究会での討議内容は地域協議会で報告され ︑
地域

魅力アップ応援事業に関する専門部会

課題の解決や住み良いまちづくりに向けた取り組みに

反映されます ︒

具体的な研究項目

電話42-1011／有線24510

依田川リバーフロント市民協働事業実行委員会

水辺だより

地域の宝

〜水辺環境を保護しましょう〜

８月31日（水）丸子中央小学校１年生が総合グラウンド脇の内村川
りんどう橋のたもとで、生活科学習の一環として川遊びをしました。

水辺にたくさんの笑顔が
あふれました

バケツや網で捕った魚な
堤防に設置され た水辺に下り

どを観察する子ども達の

る階段が有効に活用され、安全

生き生きとしたまなざし

に遊ぶことができました。

がとても印象的でした。

依田川リバーフロント市民協働事業実行委員会では、地域全体での協働により、自然環境保護と人々が共生でき
る地域づくりを共通目標に各種の活動を展開しています。一緒に活動していただける方を募集していますので、興
味のある方は問い合せ先まで御連絡ください。
実行委員会事務局（地域振興課内）
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電話42-1011／有線24510

図書館だより

新図書館のオープンは平成 24 年度です

丸子地域自治センターだより 第23号

来年の開館に向けて着々と進む建設工事 （9月8日現在）
7月7日の起工式から2ヶ月が過ぎ、現在は基礎工事をしているところです。
地盤をより強いものにするため、地中2メートルから3メートル部分にコンクリートの四角い
基礎が打たれ、現在は地中で建物を支える地中梁工事を行っており、鉄筋を配筋してコンク
リートを流し込むための型枠をつけて、
コンクリートが打たれました。
10月に入ると、柱となる鉄骨が立ち、外から見ても建物の大きさがお分かりいただけます。

工事の進捗状況

建物の完成は、来年の3月の予定です。

7月28日

8月25日

9月8日

丸子金子図書館内の建設工事案内コーナーでも進捗状況の写真を御覧いただけます。

内部のイメージ図

※注 実際の壁や床、家具の色等は図のとおりではありません。

書架入口のゲートを入って、左側に設置される新聞・雑誌
コーナーから南西に向かって上から奥を見たイメージです。
左手前に見えるのが書架を繭型に並べた幼児コーナー
で、
その奥にはゆったりとした幅で書架が並んでいます。

新図書館での新たな取り組み

南（中丸子保育園）側に設置される児童コーナーから北
側に向かって、書架の出口と幼児コーナー、外通路に面し
ているガラスサッシを見ているイメージです。
外通路の軒により柔らかな陽が入ります。

〜ＩＣタグシステムの導入〜

上田地域図書館情報ネットワークで新図書館への設置が決定されたICタグシス
テムを導入するため、現在、市では真田図書館に引き続き、丸子金子図書館の本に
もICタグ
（本の電子情報が入ったシール）を貼って、システムを稼働させるための
登録作業を行っています。
新図書館で新たに導入される自動貸出機は、自分で読み取り面に本を重ねて置
くだけで、ICタグの情報を読み取ることができ、簡単に本を借りることができます。
丸子金子図書館

電話42-2414／有線24602

ICタグ
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ふれあい人権の集い2011
い

せ まん ざい

「今に生きる門付け芸の世界 〜伊勢萬歳〜」
長い歴史の中で差別されながらも、
したたかに、そして、
しなやかに

入場
無料

その時代、時代を生き抜いてきた
萬歳師の方々の生き生きとした姿

平成２３年１２月8日（木） 上田市丸子文化会館セレスホール
１８：
００ 開場
１８：
３０ 開会セレモニー

■人権啓発作品の発表
■手話ダンスの発表

※とんぼハウスの作品展示販売もあります。
１９：
００ ｢今に生きる門付け芸の世界 〜伊勢萬歳〜｣
〜
20：30

・映像による萬歳の解説
・講演

太田恭治

・伊勢萬歳

元大阪人権博物館学芸員

村田社中

※大勢の入場者が予想されますので、乗り合わせのうえ御来場ください。

萬歳は、太夫と才蔵の二人が掛け合いをし、笑いに
よって厄や穢れを祓う祝福芸です。しかし、金銭を受け
取ることから乞食芸ともいわれ、一方では差別されてき
ました。伊勢萬歳は曲と曲の間に太夫と才蔵の会話のや
りとりが随所に挟まれて、聞くものの緊張をほどよくほ
ぐし、今の漫才のこっけいな会話の元になるもので他に
はない特徴です。萬歳を迎える人々は、その芸能はもと
より、彼らがもたらす文化、情報、物など様々なものの
到来も楽しみにしていました。差別を受けながらも、現
代の私たちの笑いを呼び起こしてくれる漫才のルーツを
創った芸がここにあります。ぜひ御来場いただきあなた
御自身でお確かめください。

地域で守る地域の宝

西内保育園脇の山道奥

しだれ栗自生地

国指定天然記念物の西内しだれ栗自生地、東内しだれ榎
「しだれ栗自生地」は、西内保育園脇の山道を2㎞ほど登った所に
あり、大正9年に国指定の天然記念物となりました。指定された当時
は、樹高5m以上の古木が群生していたようです。その後次第に枯れ
てしまい、群生は見られなくなりましたが、平成19年に群生地一帯
の藪の中から幼木が数本発見されたことから、地元自治会と有志の
皆さんにより保存会が設立され、保存と育成の取り組みが開始され
ました。

丸子地域にある「西内しだれ栗自生地」と「東内しだれ榎」は、国指定の天然記念物です。
下和子自治会

しだれ榎

榎実の家前

「しだれ榎」は、信州うえだ農協東内店の西側にあったものです。枝の上
方が丸くこんもりし、そこから小枝が柳のように長く垂れ下がり、奇観を
呈していたことから、全国的にも非常に珍しい樹木として知れ渡ってお
り、こちらも大正9年に国の指定を受けました。昭和52年に老衰のため枯死
してしまいましたが、地元の皆さんがこの子木を育成し、保護を図ってい
ます。
平成21年度からは「上田市わがまち魅力アップ応援事業」の採択を受
け、しだれ栗自生地までの山道の整備や、国道254号近くにしだれ栗、しだ
れ榎を植栽したミニパークの整備を行うなど、さまざまな保護・育成活動
が地元の皆さんにより行われています。

上田市も、丸子地域の貴重な宝であるしだれ栗、
しだれ榎を、地域の皆さんとともに守っていきます。
丸子公民館
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有線24722
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羽ばたく信州のアーティストたち

「山本貴志＆ensemble NOVA（アンサンブル・ノーヴァ）」コンサート
平成23年11月13日（日） 上田市丸子文化会館 セレスホール
午後2時開演（午後1時30分開場）
山本 貴志（ピアノ）
ensemble NOVA（オーケストラ）
水野 信行（指揮）
■プログラム
モーツァルト
歌劇「フィガロの結婚」K.492より序曲
ピアノ協奏曲第9番 変ホ長調「ジュノム」K.271
交響曲第41番 ハ長調「ジュピター」K.551
合同演奏 ヨハン・シュトラウス/ラデツキー行進曲
（丸子中学校吹奏楽部・丸子北中学校吹奏楽部のみなさんほか）
■チケット（全席指定・税込）
一般／前売 3,000円 当日 3,500円
学生（大学生以下）／前売 1,000円 当日 1,500円
■出

演

申し込みなどは丸子文化会館へお問い合わせください。 ☎42-0001

「戦争体験を語る会」

有線24701

〜語り継ごう戦争の愚かさを〜

戦争の実態は映画やテレビの物語とは異なり悲惨の極みです。
実際に体験された方からその悲しみをお聞きし、命の大切さ、平和の尊さを
一人ひとりが再確認することを目的として「戦争体験を語る会」を開催します。

平成23年11月26日（土） 上田市丸子文化会館 セレスホール
午後1時30分〜午後3時30分（午後1時開場）
■開会セレモニー
■戦争遺児体験談
■講 演
「戦争と私」〜近ごろ思うこと〜 桜井甘精堂会長
○主 催
○共 催
※併設開催
○後

援

桜井佐七氏

上田市遺族会
東御市遺族会・小県遺族会・上田市教育委員会
戦没者遺骨収集にみる
「いのちの写真パネル展」
（小ホール）
25日 午後1時30分〜26日 午後5時
上田市・上田市社会福祉協議会・丸子テレビ放送㈱
丸子有線放送農業協同組合 ほか

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

丸子地域行事イベント予定（10月〜12月）
10月 20日 第7回丸子地域協議会
第30回丸子四季の里総合文化祭

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
http://www.city.ueda.nagano.jp/hp/sys/20090908095644597.html

（〜11/5）
22、23日 第19回セレスピアノリレーコンサート
23日 2011国際交流フェスティバル in Maruko
29日 信州国際音楽村公園竣工式
11月 6日 第52回丸子地域駅伝大会
9日 子どもの明日を考える集い
13日 山本貴志＆アンサンブル・ノーヴァ演奏会

森林整備活動や森林・里山保全活動、体験
学習に積極的に参加しましょう

23日 第25回丸子地域消費生活展
26日 戦争体験を語る会
12月 8日 ふれあい人権のつどい2011
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