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丸子地域・できごと短信 ︵

地域を想い 共に歩む
総合５位

丸子修学館高校野球部Ｅチーム

今年の駅伝大会には、丸子修学館高校から陸上部・野球部を含めて合計８チームが参
加しました。参加した生徒は担当区間を走り終えた後、選手誘導やコース管理などの大
会運営にも加わりました。
このほかにも中継所や閉会式会場において、自主的な清掃活
動が行われ、地域のみなさまからはよろこびの声が寄せられました。

月〜 月︶

丸子地域駅伝大会
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10月 21日 県総合防災訓練
23日 まるこシルキーフォーラム2012
（講師：広沢里枝子氏）
上田市議会報告＆意見交換会
25日 第8回丸子地域協議会
第31回丸子四季の里総合文化祭（〜11/4）
27・28日 第20回セレス ピアノリレーコンサート
〜31日 丸子温泉郷かかし祭り
（国道254号沿線）
11月 10日 長野県信濃美術館移動展（〜18日）
11日 第53回丸子地域駅伝大会
12・15日 自治センター4階講堂一般開放

23日 あさつゆ収穫感謝祭
第29回丸子地域サッカー大会（〜25日）
25日 第26回丸子地域消費生活展
第14回上田市小学生ドッジボール大会
26日 第9回丸子地域協議会
12月 1日 丸子地域ジュニアスケート教室

6日 ふれあい人権のつどい2012
・今に息づく伝統芸の世界〜でこまわし〜
芝原生活文化研究所 辻本一英氏講演 ほか
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丸子地域駅伝大会

地域の話題
総合成績

11月11日丸子地域駅伝大会が開催されました。
正午に丸子総合グラウンドをスターﾄした23チーム138名のランナーが、
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鮮やかな紅葉に色づいた山々を背に、丸子地域を駆け抜けました。
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目標タイム
チーム名
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時 分 秒 タイム差
1 16 52

1秒
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１区 箱山
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陸人 腰越ＪＳＣ・選抜

２区 八反田浩也 長
特 別 賞：１位 平井
地区対抗：３位 平井

丸子総合体育館

特別賞：２位

腰越JSC・Ａ

電話43-2250／有線24611
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8 区間新記録

３区 三輪

拳 丸子修学館高校陸上部Ａ

４区 島田

陸 丸子修学館高校陸上部Ａ 14 26

7 21

５区 岡村

卓也 丸子修学館高校陸上部Ａ

６区 武井

湧平 丸子修学館高校陸上部Ａ 15 37
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0 区間新記録
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地域の話題

〜次代へつなぐ 地域への想い〜

地域のみなさまによるまちづくりが進められます

内村いろりの会

内村いろりの会は、古民家の再生と元気を生み出す地域づくりを目的とし
て活動している団体で、辰ノ口地区に残るかやぶき屋根の古民家修復を行い、
その修復の様子を記録に残しながら公開すると共に、地域住民や他団体との
交流の場として利活用し、地域活性化の拠点とする事業を進めています。
この古民家には、多くの骨董品（絵画や陶磁器など）が所蔵されていること
から、
これらの展示会などを随時開催しています。

新たな交流の場の創出

11月17日に開催された展示会では、松本押絵雛など江戸時代の作品を
中心とした骨董品が展示され、来場者は熱心に見入っていました。

信州国際音楽村公園バラの会は、音楽村公園内に環境に配慮し
たバラの花壇を整備し、同公園を文化の薫り高く、花々を中心とし
てうるおいのある公園に整備する事を目的として活動しています。
各事業に際しては、会員だけでなく地域のみなさんなどにもご
協力いただき、
この公園が地域の想いが込められた大切な場所と
なるよう、人と人との心の輪や絆を大切にしています。

信州国際音楽村公園バラの会

また、一緒に活動してくださる新会員を随時募集しています。

たくさんの
綺麗なバラが咲きます

11月17日には丸子北中学校PTA尾野山地区のみなさんと一緒に落ち葉を集めて腐葉土、堆肥作り作業
を行い、音楽村に中学生のにぎやかな声が響きました。
この腐葉土により、花壇の土壌改良が進められます。

上記の２団体は長野県「地域発元気づくり支援金」事業の補助を受けています。この補助事業への問い合わせは、地域振興課へ御連絡ください。
地域振興課 電話42-1011／有線24510

「安全

安心

消費者が主役」〜共に考えよう

これからのくらし〜

第26回 丸子地域消費生活展

11月25日丸子文化会館において「安
全 安心 消費者が主役」〜共に考えよう
これからのくらし〜をテーマに、第26回
丸子地域消費生活展が開催され 、28の
団体による展示発表が行われました。
今年２月に、地域の活性化等を目的と
して上田市とパートナーシップ協定を締
結した丸子修学館高等学校や、丸子地域
の小中学生の作品も展示され、大勢の来
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市民生活課

電話42-1216／有線24491

ステージ発表が大好評でした。

場者で賑いました。

バザーにはお買い得品がたくさん並びました。

会場には、くらしに役立つ情報が満載でした。
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地球環境を守りましょう 〜ちょっとした心がけで〜

お知らせ

生ごみの減量化

雨水貯留施設を活用しましょう

ごみ処理費用を抑えるために生ごみ減量化に御協力ください。

上田市では、この設置に補助金を
交付しています。

− 水切り −
お茶がらや野菜く

− ごみ減量化機器 −

上田市では、生ごみ処理機や生ごみた

ずは乾燥させてから

い肥化容器（コン

ごみに出しましょう。

ポスト、EM密閉容

雨水貯留施設は 、雨
どいから集めた雨水を
活用するためのタンク

器等）の購入に補
助金を交付してい
ます。
対象機器

です。節水対策、浸水被
生ごみ
生ごみ処理機 たい肥化容器

補助金額

害対策 、非常時の生活
用水確保に有効です。
貯留施設１基の容器

補助金額

生ごみたい肥化容器
（コンポスト、EM密閉容器等）

購入価格の２分の１以内
（100円未満切り捨て）
限度額3,000円

購入経費の２分の１以内
100リットル以上
ただし限度額30,000円
500リットル未満 （1基につき1,000円未満切り捨て）

生ごみ処理機
（内部にヒーター及びかくはん
装置を組み込んだ機器）

購入価格の２分の１以内
（100円未満切り捨て）
限度額30,000円

500リットル以上

畳の処分

購入経費の２分の１以内
ただし限度額50,000円
（1基につき1,000円未満切り捨て）

発泡ポリスチレンを含んでいる畳（スタイロ畳等）は、クリーンセンターでは焼却できませんの
で、処理業者や小売店等へ出してください。
※内部材料が わら の旧来の畳はクリーンセンターへ出すことができます。

平成25年の丸子地域ごみの出し方カレンダーの配布について
来年の丸子地域のごみの排出日を記載した「ごみの出し方カレンダー」（A3判）は、
12月14日の定期送達により自治会を通じて全戸配布されます。
ご自宅に届かない場合は、丸子地域自治センター1階市民生活課環境担当（3番窓口）
で常時無料配布していますのでご利用ください。

市民生活課

環境担当

電話42-1054／有線24490

樹木破砕機をご利用ください

（チッパシュレッダー）

産業観光課では、各自治会のみなさまが景観整備や遊休荒廃地解消
等の事業を実施する際に発生する枝葉などを円滑に処理する事を目的
として、樹木破砕機（チッパシュレッダー）を購入しました。
樹木破砕機は、枝葉や竹を粉々に砕き、木材チップを作り出し、
この
チップは遊歩道に敷き詰めるなど、再利用が可能なものです。
地域が主体となった里山整備など、住み良いまちづくりの推進にご
利用ください。

自治会が実施する各種の作業等において出た
枝葉や竹等の処理にご利用ください。
この機械を活用した整備事業により、病害虫・
鳥獣被害減少などにも効果が期待できます。
●貸し出しおよび詳細については産業観光課へ
お問い合わせください。
11月15日には自治会役員のみなさんを対象とした実技講習会を開催しました。

産業観光課

農林振興係

電話42-1037／有線24581
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回会議︶
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● 月

11

日︵第

26

回会議︶

9

24

丸子地域協議会

日︵第

25

平成 年度

月

10

独鈷山入口
御屋敷平

助産師から設備などについての説明

まちづくり支援

●

３階

第８回会議では ︑
内村地区のわがまち魅力アップ応援事業実施箇所

鹿教湯里山セラピー公園

事業基金活用事業について ︑
協議を行いました ︒

◀３階
分娩、新生児フロアー

の視察を行い ︑
第９回会議では来年度の地域振興

鹿教湯里山セラピー公園管理棟

このほかに ︑
各研究会などを開催し︑まちづく

２階▶
受付前での
施設説明

第８回会議の視察

りに関する調査研究を進めています ︒

地域の産婦人科医療を考える研究会で
は、11月12日に上田市産婦人科医院の運営
状況や施設、設備などに関する現地視察を
行いました。

各種の補助制度をご利用ください

丸子地域協議会では、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
究を行っており、そのなかでも特にまちづくりの
推進については、各種の補助制度（国、県、市から
の補助）があり、事業内容などによって、最も有効
に活用できるものを紹介し、事業計画への助言や
申請書の作成などについて、事務局がサポートし
ています。

上田市わがまち魅力アップ応援事業
▲ふるさと景観づくりと健康の里づくり事業
和子自治会／里山遊歩道の綺麗なアジサイ

▲狐塚ほたるの里自然保護地区遊歩道整備事業
狐塚自治会／遊歩道に木材チップを敷きました

まちづくりに関する補助制度は、住民のみなさまが主体となって、地域の
魅力を向上させることなどを目的として取り組む事業が対象となります。
補助を受けるにあたっては、事業内容や予算計画を事前に提出し、内
容審査を受ける公募形式となりますので、申請を予定される方は、で
きるだけ早い段階で地域振興課へご相談ください。
内容審査にあたっては、事業の継続性や発展性なども重要なポイン
トとなります。地域振興課では、住民のみなさまと一緒に計画を考え、
より内容の充実した計画となるよう、助言などを行います。
それぞれの事業を実行する事で、みんなで地域を活性化しましょう。

長野県 地域発元気づくり支援事業補助

◀木曽義仲挙兵の地、史蹟保存及び伝承活動事業
木曽義仲信州丸子会／義仲桜のライトアップ

地域協議会で話し合われた詳細な内容については、ホームページに掲載しています。
「丸子地域協議会」で検索してください。
http://www.city.ueda.nagano.jp/hp/sys/20091015144015078.html

地域協議会事務局（地域振興課内）電話42-1011／有線24510
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図書館だより
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〜知りたい、学びたい、楽しみたいを応援します〜

丸子図書館の10月までの一日の平均来館者数は430人、本の貸し出し数は、
650冊です。
休日は、700人を越え、貸出冊数も1,000冊を超える利用があります。
５月１日から10月までの来館者数は延61,665人、貸出冊数は、延94,200冊と
なり、多くのみなさまにご利用をいただいています。

情報コーナー
チェレンジ！図書館探検隊・飛行機づくり
10月20、21日の土日に「図書館まつり」を開催しました。
おはなし会や本や図書館のことを学べる問題の答えを、館内を探検
して調べたり、飛行機の部品をサンドベーパーで削って、できあがった
飛行機をベルパークで飛ばしたりして遊びました。

私たちの読書を支えてくれた46年間に感謝！
丸子金子図書館の解体工事が始まりました。
工事期間は、平成24年11月21日（水）〜平成25年１月19日（土）
までです。
期間中、車両の出入り、騒音等、何かとご不便をおかけいたしますが、
ご
理解とご協力をお願いいたします。

リサイクルブックフェアに315人
11月25日
（日）
いらなくなった本をお分けするリサイクルブックフェア
が開催されました。開場前から多くの方にお並びいただき、本年度は、
一般書、児童書、雑誌など、2,527冊、315人の方が来場し、1,634冊のリ
サイクルができました。
ありがとうございました。

お知らせコーナー これからのイベント予定
●図書館情報検索システム（エコール）更新にともなう利用の制限

●｢あおぞら号｣の運休
システムの更新にともなって、移動図

12月24日(月)から１月10日(木)まで、システム更新のため、
エコールの加盟図書館では図書館利用者登録や図書の貸出・返

書館車も12月21日(金)から１月14日(月)

却・検索・予約などの業務ができなくなります。

まで運休となります。

ただし、丸子図書館では、研修室２での学習及び館内での図

●講演会

１月27日
（日）午後１時30分から午後３時

書の閲覧は可能です。
（午前９時から午後５時まで）みなさまに

絵本ソムリエ

はご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。

図書館カレンダー

日

月

火

12月

岡田達信 氏（予定）

赤い日が休館日（毎週月曜日、振替休日、月末整理日）です。
青い日は図書館システム更新にともない、図書の貸出と返却処理ができません。
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電話42-2414／有線24602
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地域で活動する子どもたち 〜丸子地域青少年ネットワーク会議による活動〜
丸子地域青少年ネットワーク会議は、丸子地域の小中学校・高校7校の代表者が集まり、
情報交換を行ったり、どんな地域にしていきたいかなどを考える、学校の枠を超えた子ど
もたちによる活動です。旧丸子町で平成16年度にスタートして、今年で9年目となります。
6月に開かれた1回目の会議では、
今年の主な取り組みを、「あいさつ運
動」「エコキャップ回収活動」「スマ
イルステーションでの展示」とし、こ
れまで各校で工夫をこらした活発な活
動がされてきました。
あいさつ運動は、7校合同・同日の
開催として、10月16日（火）、23日
（火）
、11月20日
（火）
の計3日、各学校
の校門前などで実施され、登校してく
る仲間たちや、歩いたり、車に乗って
いる大人たちと積極的にあいさつを交
わしました。

他の学校と積極的に意見を交わします

10月16日(火)早朝の合同あいさつ運動

エコキャップ回収活動では、地域にも協力していただいて回収を行
い、今年は約43万個のキャップが集まりました。この数字は、キャップ
がゴミとして焼却された場合に発生する二酸化炭素が3,175Kg削減され
る、またポリオワクチンが504人分購入できる計算になります。
スマイルステーションは、上丸子にある「丸子ファーストビル」1階の
空きスペースを利用した展示スペースです。ここでは毎月各校による展
示発表が行われ、訪れた方に見ていただいています。
これらの取り組みを行った子どもたちは「あいさつ運動では気持ちが引
き締まってよかった。他の学 校の人と一 緒にできてよかった」
「エコキャップ
は全校に呼びかけてたくさん集まった」などの感想を話していました。
この会議による活動を通じ子どもたちは、環境について考えたり、ま
た他校や地域とのつながりを感じるようになります。

スマイルステーションで子どもたちの展示をご覧ください

これからも子どもたちの活動に地域のみなさんのご協力をお願いします。

自然の中で宿泊体験と仲間づくり 〜わくわく体験塾を開催しました〜
9月29日
（土）
・30日
（日）
、武石地域の「練馬区立 武石少年自然の家」で、
「わく
わく体験塾」が開催されました。
わくわく体験塾は、丸子公民館の青少年健全育成事業として、丸子地域青少年
指導者協議会へ事業委託をしているもので、今年度は3回目の開催となります。
参加した丸子地域の小学生17名は、バスで目的地へ出発し、到着後は栗拾い
や、各班による出し物の発表をしました。翌日は昼
食用のカレー作りなどを行いました。

みんなで楽しい
カレー作り

参加者からは、「自分たちで作ったカレーがおい
しかった」「友だちがいっぱいできてよかった」「栗
ひろいはトゲが刺さっていたかったけど、いっぱい
取れてうれしかった」などの声があがりました。
今回の野外体験を通して、普段の生活ではできな
い自然体験と、新しい仲間づくりができました。
丸子公民館
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きれいなお花で憩いの場をつくりませんか？

「花いっぱい運動」
参加団体募集

建設課では、花づくりを通じて美しく潤いのある快適なまちづくり、
地域づくりを進めるために「花いっぱい運動」を行っています。
今年度は72団体に御参加いただき、それぞれの地域できれ
いな花が咲きました。
来年度に向けて、新たに参加していただける団体を募集してい
ます。参加希望につきましては、建設課へ御連絡ください。

平成25年2月には、丸子修学館高校において花づくり講習会
を予定しています。
詳細事項については、後日有線放送などを通じてお知らせし
ますので、多くのみなさんの参加をお待ちしています。
上平南地区のみなさんの作業風景 道路脇の花壇にきれいな花が咲きました
建設課 管理係

へ
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全日本中学校英語弁論大会出場
10月14日安曇野市で開催された「第31回長野県中学校英語弁論
大会」において、丸子中学校３年の柴田陽子さんが２位に入賞し、11
月29日に開催される「高円宮杯第64回全日本中学校英語弁論大会」
への出場を前に11月21日に市長を表敬訪問しました。

表敬訪問では、柴田さんが「次の大会では今までの練習の成果を十分に発揮できるようにがんばり
たいと思います。」と大会への意気込みを話された後、母袋市長からお祝いと「自信をもって大会へ望
んでください」
との激励の言葉がありました。
懇談の中では、柴田さんが大会用の英語原稿の一部をきれいな声で落ち着いて発表し、そのしっかり
とした言葉の一つ一つからは、全国大会へ望む高い意識とあかるい未来への希望が感じられました。

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。

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

暖房温度20℃を目安に設定し、
こたつを使う
時は、上掛けや敷き布団を使いましょう。

丸子地域行事イベント予定（12月〜2月）
12月 21日
１月 1日
3日
6日
12日
13日
17日

24日
30日
２月 8日

第10回丸子地域協議会
第39回元旦マラソン
ニューイヤーコンサート2013（音楽村）
ウィーン・ヨハン・シュトラウス
管弦楽団コンサート
丸子少年少女柔剣道教室鏡開き
成人式（丸子会場／丸子文化会館）
地域づくり講演会
講師 ㈱S・Yワークス
代表取締役 佐藤芳直さん
人権セミナー 「格差・貧困と民主主義」
第11回丸子地域協議会
依田窪勤労者部落解放学校
「連続大量差別はがき事件から考える」
講師 東京都部落解放研究所
浦本誉至史さん
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