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5日 小・中学校入学式
10日 長野県議会議員選挙
16日 上田真田まつり
17日 春風亭昇太 林家たい平 二人会（丸子文化会館）
23日 上田城 城灯りの景
23、24日 音楽村ハーモニー文化祭（信州国際音楽村）
24日 鹿教湯文殊堂春祭り
24日まで 音楽村すいせん祭り
（信州国際音楽村）
25日 葉加瀬太郎の世界2011（丸子文化会館）
5月 1日 丸子地域小中学生陸上競技大会（丸子総合グラウンド）
3日 第40回丸子少年野球大会開幕（丸子総合グラウンド）
8日 第44回丸子早起野球大会開幕（丸子総合グラウンド）
第32回丸子ソフトボール大会開幕（丸子総合グラウンド）
23日 「上田市自治基本条例」市民説明会（長瀬市民センター）
6月 2日 「交流・文化施設」市民説明会（丸子文化会館）
3日〜5日 信州ルネッサンス2011（信州国際音楽村）
9日 「上田市自治基本条例」市民説明会（丸子文化会館）

4月

絆 つながる想 い
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地域の話題

東日本大震災 長野県北部地震

丸子地域からの支援状況をお知らせします

自治会を通じた義援金（社会福祉協議会窓口）
※①と②に配分されます

3,856,377

救援物資
種 類
水（１ℓ）
水（２ℓ）
水（500ｍｌ）
インスタント麺
カップ麺
粉ミルク
生理用品
おむつ
（幼児用）
おむつ
（高齢者用）
尿失禁用パッド
マスク

数 量 単位
2
45
50
6
199
23
74
110
210
41
137

本
本
本
個
個
缶
包
包
包
包
箱

種 類
トイレットペーパー
ボックスティッシュ
ウエットティッシュ
カイロ
乾電池（単１）
乾電池（単２）
乾電池（単３）
乾電池（単４）
毛布
ブルーシート
給食用味噌汁

数 量 単位
86
280
64
106
18
10
89
12
187
7
30000

包
箱
箱
箱
本
本
本
本
枚
枚
食

東日本大震災及び長野県北部地震に対する義援金と救援物資の提供

② 長野県北部地震分

5,589,227
622,136
1,882,944
58,438

をお願いしてきましたところ︑丸子地域住民の皆様をはじめ︑事業

健康福祉課窓口
社会福祉協議会窓口
健康福祉課窓口
社会福祉協議会窓口

① 東日本大震災分

所・学校・自治会など︑大勢の皆様から多くの御厚意をお寄せいただ

内訳

きました︒

12,009,122

義援金は︑復興支援に役立てていただくよう︑日本赤十字社などを

義援金の合計額

通じて被災地へ届けられ︑救援物資は︑建設業協会・ライオンズクラ

【6月1日現在】（単位：円）

ブ・商工会議所の皆様により︑被災地へ届けていただきました︒

御支援︑御協力いただきました皆様には︑温かい御厚志に御礼申

し上げるとともに︑義援金につきましては︑引き続き受け入れを

行っておりますので︑御協力くださいますようお願いします︒

義援金

宮城県塩釜市での給水支援活動

健康福祉課

電話42-1118／有線24474

救援物資の輸送

救援物資の集荷作業

交通死亡事故が多発しています
電動車いすの交通ルールは歩行者と同じです。必ず歩道や横断歩道を利用しましょう。
今年に入り長野県下では交通死亡事故が多発してお
り、４月20日に阿部知事から交通死亡事故多発非常事態
宣言が発令されました。
丸子地域でも交通死亡事故が発生していることから、
春の全国交通安全運動期間中の５月17日（火）に高齢者
交通安全の集いを開催し、年々利用者が増加している
「電動車いす」の正しい乗り方講習会を実施しました。
電動車いすは操作が簡単で便利な乗り物ですが、事故
も多く起きています。歩行者と同じ交通ルールに従って
安全に使用しましょう。

市民生活課

電話42-1216／有線24491
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地域の話題
東北地方太平洋沖地震及び
長野県北部の地震復興支援音楽祭

信州ルネッサンス 2011

6月3日から５日の間、信州国際音楽村において信州ルネッサンス2011（第24回開村記念祭）
が開催されました。
今年は新生上田市５周年記念事業及び東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震復興支援音楽祭として、３つの
特別なコンサートを中心として各種のイベントが開催されました。

スタンプリレー（感動☆プロジェクト）
完走者には花木のプレゼント

ダンスパフォーマンス（舞ドリーム）

マーチング演奏（丸子北中学校吹奏楽部）

6月4日のふれあい広場開催日は晴天に恵まれ、多くの来乗客でにぎわいました

被災地支援「花の絵のうちわ製作」
（感動☆プロジェクト）

手作りおもちの販売（尾野山ずっぽの会）
販売前から行列ができました。

加瀬邦彦＆ザ・ワイルドワンズ with 中村あゆみコンサート：野外パノラマステージ
満員の客席とステージが一体となり、会場は笑いと熱気に包まれました。
鹿教湯の温泉を運び込んだ足湯

丸子教育事務所

オート三輪消防車

電話42-3147／有線24722

「キッズタイム」絵本の読み聞かせ

東京ビックサイトへ

5月28日、29日に東京ビッグサイトで開催されたBP東京ノスタルジッ
クカーショー2011に主催者推薦でオート三輪消防車が出展されました。
会場には磨き上げられた約100台のノスタルジックカー（旧式の懐か
しい車）
が展示され、多くの愛好家が来場し、旧式ながらきれいに保存さ
れている車に、熱い視線が向けられていました。
オート三輪消防車は、旧カネボウ丸子工場で使用されていた昭和30
年式の車両で、乗用車やレーシングカーとは違った「おもむきのある車」
として、来場者の目を引き付けました。

このオート三輪消防車は、丸子地域で受け継がれる
「ものづくり」の技術を用いて産学官の連携により平成21年10月に復
活したもので、地域の「協働」の象徴として、
また丸子地域の歴史を語り継ぐ象徴として自治センターに保管されています。
地域振興課
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電話42-1043／有線24903
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お知らせ

地域事業者による宅配事業がスタートします

丸子ファ−ストビルを拠点として、食料品や日用雑貨など、さまざまな商品を御自宅へお届け
する協同宅配サービス 絆なんでも宅配 が７月から始まります。
絆なんでも宅配

は、中心市街地の活性化とコミュニティ

絆

きのきく
ずくある
なんでも届ける

の再生を目的に昨年設立されたまちづくり組織「地域の絆再
生会議」が実施し、30余の商店等加盟店とともに協同して運
営していきます。
季節ごとに発行する商品カタログのなかからお選びいただ
いた商品をご自宅までお届けする宅配サービスを、丸子・武
石地域を対象に開始します。サービス開始に先立って消費者
（お買物）会員の募集を6月中に行なう予定です。
取扱い品目は生鮮食料品、酒類、菓子、文具類、医薬品、
日用雑貨、衣料品、化粧品、介護用品等多岐にわたり、その他のサービスも含めて
いく予定です。
なお、事業の加盟店については、随時受け付けておりますので、関心のある方
は、上田市商工会（電話42-2213）までお問い合わせください。

産業観光課

電話42-1048／有線24524

ファーストビルを御利用ください
丸子ファ−ストビルの空きテナントへの入居者を募集しています。併せて３階会議室の貸し出しも行っています
ので、御利用ください。詳しくは地域振興課へお問い合わせください。
トイレ

階段

トイレ
階 段

貸出し済み

階 段

アヅマ美容室
様
階段

階段

下り

上り

階段
下り

第1会議室

上り

1階
笹沢時計店 様 リサイクルプラザ

テナント番号1-4

2階

エレベーター

テナント番号1-3

上田市商工会
様

第2会議室

エレベーター

テナント番号2-2

面積 45.76㎡

面積 60.72㎡

面積 48.44㎡

家賃 月51,000円

家賃 月67,700円

家賃 月46,800円

地域振興課

上田市景観計画策定に向けた説明会を開催します

電話42-1043／有線24903

景観計画とは、地域の良好な景観の
形成を図るため、景観計画の区域、
基本的な方針、建築物・工作物・開

上田市景観計画の策定にあたり、市民や事業者の皆さんの意見を反映させるた
め、景観計画の概要や上田市の景観の特色等についての説明会を開催します。
丸子地域では、以下の会場で開催しますので、皆さんの意見をお聞かせくださ

発等の行為の制限に関する事項な
ど、市の景観形成に関する基本的な
ルールを定めるものです。

い。
■景観計画説明会（丸子地域分） ※全日程及び会場については、6月16日号の広報うえだに掲載しています。
・7月22日（金）午後7時〜 丸子文化会館 大会議室
都市計画課

電話23-5127
4

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

地域づくり・地域活性化を応援します

23

丸子地域協議会

22

年度

月 日︵第１回会議︶

４

平成

●

今年度の丸子地域自治センターの重点目

標及び主な施策について︑市から説明を受

けた後︑事業内容などについて質疑応答を

２

行いました︒全体会の終了後には分散会を

月 日︵第 回会議︶

27

開催し︑地域課題などについて話し合いま

した︒

●

今年四月一日に施行された上田市自治基

本条例に関して︑市から説明を受けまし

た︒全体会終了後︑前回同様に分散会を開

催しました︒

５

お気軽に御連絡ください。

丸子地域協議会は、住民自治
の推進や住民と行政との協働に
よるまちづくりについて調査研
究を行っています。げんきな地
域づくり、活性化への御意見な
ど、お気軽にお寄せください。
また、魅力ある地域づくりを
行う各種団体等への補助制度
（国、県、市などの補助金）を
紹介すると共に、申請の際は各
種の書類作成などをサポートします。
地域づくりに関するさまざまな活動を応援しますので、まずは事務局へ御連絡ください。
地域協議会事務局（地域振興課内）

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〜

水辺の環境保全活動が展開されています
５月19日に依田川河川敷などにおいて、環境美化

監視員を中心に20名が参加して、春の県下一斉河川
パトロールが行われました。

当日は廃棄物の不法投棄状況を把握しながら、収
集処理を行いました。
集められたごみは可燃ごみ100kg、不燃ごみ30kg、
なかには大きな車のタイヤなどもありました。
より良い環境を次代へ残すために、各地域で開催
される河川清掃などの環境保全活動へ積極的に御参
加ください。
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
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図書館だより

新図書館のオープンは平成 24 年度です

丸子図書館の建設が始まります
市民の皆さまとともに、夢と希望にあふれる新図書館を創造したいと考えておりますので、御理解・御協
力のほどよろしくお願いします。

こんな図書館になります
全体のコンセプト

イメージ図

●生糸のまちとして栄えた、丸子地域を連想させる施設

●誰でも気軽に立ち寄り利用できる、明るく親しみやすい図書館とし、交流の拠点とするため、建物内で行われている活
動が外から見えるよう、オープンな造り

施設外観
●繭の白を基調とし、和風の格子を連想させるスチール製の列柱、アルミ製の外壁と木製のカーテンウォールを組み合
わせ、新しさの中にも懐かしさも感じられるデザイン
●ガラス張りで内部の様子が見渡せる屋根つきの半屋外空間の通路を設け、気軽に立ち寄れる雰囲気を演出
●床から天井までの木製サッシ、自然光が優しく降り注ぐ明るい空間
『上田市図書館基本構想』における図書館の整備方針

整備計画イメージ
エコール

〜きめ細かな図書館サービスを提供する図書館施設のネットワーク〜

地域を特定しない地域図書館
（上田情報ライブラリー）

◆中央的図書館
（上田図書館）

連携

独自性のある地域図書館との調整機能を持ち、図書館を一体的に運営
することによって、図書館サービスの効率化と均一化を図っていく。

携
連

支援

携
連

上記の４つの図書館への交通利便性を補うため、一定程度の図書館需

地域図書館
（丸子図書館）
移動図書館車

要が見込まれる地域に設置し、図書館サービスを提供していく。
◆移動図書館車
（上田図書館、丸子図書館）
上田・真田地域「やまびこ号」

移動図書館車

携
連

◆図書館分室
（上田図書館創造館分室、武石公民館図書室）

支援
携
連

資料収集に個性やテーマ性を持たせていく。

中央的図書館
（上田図書館）

中学校図書館

上田地域、真田地域、丸子・武石地域に図書館サービスを提供する地域
の拠点施設・地域や立地の特長を生かした特色ある図書館として配本や

小学校図書館

◆地域図書館
（上田情報ライブラリー・真田図書館・丸子図書館）

分室
（上田創造館）

地域図書館
（真田図書館）

分室
（武石地域）

広 域
（市町村図書館）

丸子・武石地域「あおぞら号」

（東御市・坂城町・青木村・長和町）

◆その他との連携
「エコール」加盟の図書館・市内小中学校図書館・公民館図書室など

丸子金子図書館

長野県立図書館インターネット予約・図書館間貸出（相互貸借）

電話42-2414／有線24602
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公
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館

だ

よ

り

地域の各公民館で自治会人権教育懇談会が開催されます

〜地域で手をつなぎ、みんなで守ろう、みんなの人権〜
5月20日(金)午後7時30分から丸子文化会館小ホールに丸子公民館各分館の分館長と主事及び人権教育専門指導員の皆さん
にお集まりいただき「自治会人権教育懇談会準備会」が開催されました。
各分館からは95人の出席をいただき、最初に啓発ビデオによる研修を行った後、各分館での人権教育懇談会の時期や内容
などについて話し合いました。
「地域でつながり、人を大切にの思い、子どもたちに伝えたい」

▼丸子公民館前の依田川にかけられた鯉のぼり

これは５月２１日、今年度最初に人権教育懇談会を実施した下丸子分館
で参加してくださった方の感想です。きっと東日本大震災で被災された
方々に想いを寄せた気持ちもあるでしょう。「人として育ち、人を育て
る・・・一番の基は『人権感覚』です。」「参加して良かった」「とても
勉強になった。これからの自分に生かせます」などの感想が多数でした。
是非一年間に一度は、老いも若きも同じ場所で同じ時間に、「人権」に
ついての話を聞き、「人権」について御自身と向き合う時間をとってみま
せんか。

自治会人権教育懇談会へ
大勢の皆様の御参加をお待ちしております
※開催日程等は各分館からお知らせします。

今年は復興への願いを込めて
「がんばろう日本」の
国旗もかかげられました

平成22年度｢いのち・愛・人権標語｣最優秀作品より

身につけよう 心のマナー 互いを想い なくそう差別

三洋精密㈱

佐野健二さん

｢子どもたちに寄り添うために｣〜この地で学ぼう人権の歴史〜
―丸子地域新任教職員人権教育研修会―
丸子地域で独自に続けられている新任教職員の人権教育研修会が、地域の
小学校4校、中学校2校と丸子修学館高校の先生方51人が参加して、5月16日
(月)に丸子解放センターを主会場に開催されました。
研修会では、元部落解放同盟長野県連合会顧問の深井計美さんが｢同和教
育と解放子ども会｣と題し
て講演され、その後、中
丸子の長福寺で差別戒名
墓石の現地研修などを行
いました。
※この研修会は、同和教育を大切にしてきた丸子地域で勤務される教職員の
皆さんに、地域の被差別部落の歴史などをしっかりと学んでいただき、学校
での人権同和教育に生かしていただくことを目的として、毎年開催している
ものです。

丸子公民館
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長野県初の女性副知事

加藤さゆりさんの講演会を開催します
〜女性が元気な長野県をめざして〜
長野県政初の女性副知事である加藤さゆりさんを囲んでの講演会を開催します。
副知事になられて思うことや長野県の感想などもお話していただきます。
主催 加藤さゆり長野県副知事講演会実行委員会※1
日時 ７月23日
（土）
※1 構成団体
講演 午後１時30分（受付開始１時〜）
・上田市連合婦人会
場所 上田市丸子文化会館 小ホール
・丸子女性団体連絡協議会
料金 無料（事前申込みは不要です。直接御来場ください。） ・丸子男女共同参画事業推進実行委員会

長野県副知事

加藤さゆりさん

市民生活課

電話42-1052

有線24493

「坂ちゃんの今だから笑ってずくだせ元気だせ!!」を開催します
SBCラジオ「坂ちゃんのずくだせえぶりでぃ」でおなじみの坂橋克明アナウンサーの講演会
を開催します。本音トークが身上の坂橋アナウンサーがみなさんに元気と明るさを提供します。
主催 男女共同参画フォーラム実行委員会※2
日時 ８月28日
（日）
講演 午後1時30分（受付開始1時〜）
場所 上田市丸子文化会館 セレスホール
料金 無料（事前申込みは不要です。直接御来場ください。）
SBCラジオ アナウンサー 坂橋克明さん

市民生活課

電話42-1052

※2 構成団体
・上田市婦人団体連絡協議会
・丸子女性団体連絡協議会
・さなだ共同参画ネットワーク
・武石コミュニケーション 21

有線24493

第16回信州爆水RUN in 依田川
平成23年８月７日
（日）
◆鉄人コース＜依田川＞（約８㎞） ◆ずくだしてＧＯ！コース＜川と山＞（約４㎞）
◆ファミリーグループコース ＜内村川＞（約３㎞）
○参加料
◆鉄人コース及びずくだしてＧＯ！コース：2,000円
◆ファミリーグループコース
（１グループ5人までエントリー可能）
小・中学生 500円、高校生以上 1,000円 ※小学生未満は無料
○申込期間 ６月17日〜７月15日
（事前に締め切る場合があります）
ぜひ御参加ください。
※当日の受付はありません。
みんなの笑顔で、
○申込先
丸子総合体育館
電話43-2250 有線24611
日本を元気にしましょう！
○開催日
○コース

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）や
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

佐藤実行委員長

丸子地域行事イベント予定（６月〜８月）
６月 下旬 信州国際音楽村ラベンダーまつり
（〜7月中旬）
25日 依田窪プール

オープン
（13：00）

30日 第3回丸子地域協議会
7月 2日 いきいきフェスティバル2011
ちびっ子ナイター祭り
16日 依田窪プールまつり
21日 第4回丸子地域協議会
23日 長野県副知事加藤さゆりさん講演会

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

8月 6日 第34回丸子ドドンコ
7日 第16回信州爆水RUN in 依田川
25日 第5回丸子地域協議会
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