ひ の もとい ち

第３回日本一の秋まつり

真田幸村公出陣ねぷた

木曽義仲信州丸子会
初参加

木曽義仲ねぷた／正面鏡絵（左：木曽義高、中央：海野幸氏、右：木曽義仲）／下段台座絵（大夫坊覚明）
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丸子温泉郷かかし祭
丸子地域・できごと短信︵

10月31日まで開催中

８月 19日 第50回信州上田 丸子夏期大学（〜9/14）
25日 かけゆストリートフェスティバル

28日 第6回丸子地域協議会
９月 11日 丸子地域シルバースポーツ大会

月〜 月︶

16日 東日本大震災チャリティイベント
つながるマーケット6
丸子ゴルフ大会
21日 男女共同参画推進事業映画上映会
「ツレがうつになりまして。」
27日 マリコヴィンヤードぶどう収穫体験（〜10/4）
第7回丸子地域協議会
10月 1日 丸子地域循環バス
８
まりんこ号運行コース改定
6日 陣場10周年記念事業
10
げんきまるこ産業フェスタ
（〜10/7）
8日 第33回丸子体育祭
鹿教湯商工観光祭 食・浴の秋祭り

地域の力が連携し
心の輪が広がります
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ねぷた制作に参加した丸子北中学校美術部のみなさんが先導役

出発前の出陣式

義仲ゆかりの地の整備などを通じて
「丸子地域がいつも元気で誇りを持てる
地であるように」
と活動を行っている木曽義仲信州丸子会のみなさん

義仲ねぷた裏側の見送り絵は巴御前

出発前の市内４団体によるリレー太鼓披露には丸子太鼓鼓城も参加
迫力ある太鼓の響きが中央２丁目交差点に響き渡りました

花火が打ち上げられ、ねぷたの曳航がスタート

９月８日第３回日本一の秋まつり真田幸村公出陣ねぷたが開催され、丸子
地域から木曽義仲信州丸子会のねぷたが初めて参加しました。参加した８基の
ねぷた（扇型の巨大な灯籠）
は、上田駅前から松尾町、海野町、原町の間を２往
復し、ねぷたの大きな灯りは中心市街地にきれいに浮かび上がりました。

義仲ねぷたの原画は上田市出身の漫画家西川かおりさんの作品で、ねぷた絵は義仲信州
丸子会、丸子北中学校美術部、御嶽堂自治会のみなさんが力を合わせて制作しました

上田駅前を出発した義仲ねぷたは
「エイ・ヤー・サー」の掛け声で
元気に曳航されました

当日は原画を制作した西川さんも
曳き手の一人として参加しました

名武将ゆかりの地 信州上田
真田幸村・木曽義仲
それぞれ時代や場所は違っても、名武将ゆ
かりの地を大切に想う心は同じ。
市内各地で歴史にゆかりのある場所を中心と
して、キラリと光る地域づくりが進められます。
海野町の折り返しで少し休憩

会場には太鼓の勇ましいリズムが鳴り響きました
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地域の話題

地域への想いがきれいに咲きました

平井自治会宮沢地区御屋敷平

第11回

ひまわりコスモス祭り

９月９日独鈷山登山口の御屋敷平で第11回ひま
わりコスモス祭りが開催されました。
高台に設けられた懇親会場からの眺めは、ひまわ
りやコスモスなどに囲まれて、まるで花のじゅうた
んの上に浮いているようなすばらしい景色でした。
御屋敷平から望む独鈷山山頂
今年は好天が続いたため、ひまわりが良く育ち、約
３メートルもある大きなものも多く見られます。

懇親会の料理は地域食材を使ったもので、伝統料理の研究や継承、地域交流を目的として活
動している内村っ娘の会の皆さんが担当し、県外からの来場者にも大好評でした。

御屋敷平村おこしの会代表
の我山さんは、
「この御屋敷平
に多くの人に来てもらいたい
と思って始めたこの活動も、
地域の皆さんの御協力により
代表 我山文一郎さん

11回目のお祭りを開催するこ
とができました。

本日は県外からも来ていただき、うれしいかぎり
で来年もがんばろうという気持ちがまた強くなりま
3

した。」
と話されました。

御屋敷平では、春には独鈷山千本桜祭りも開
催され 、独鈷山登山口としてだけでなく、き
れいな花が楽しめる丸子地域の新たな観光
ポイントとして、年々来場者が増えています。
御屋敷平村おこしの会（通称：ひまわりの会）と独鈷山千本櫻の会は昨年、
地域づくりの模範団体として上田市まちづくり表彰を受賞しました。

丸子地域自治センターだより 第29号

絆

つながる
つづける

復興支援の輪が広がります

地域の話題

９月16日丸子総合体育館で東日本大震災復興イベント「第６回つ
ながるマーケット」が開催され、大勢の来場者でにぎわいました。
当日は、10時と14時46分に被災地へ向けて参加者全員で追悼と復
興への願いを込めた黙祷をささげました。
遠く離れた丸子地域からの想いが会場全体を包み込み、みなさん
の温かな心が現地に届きそうな雰囲気でした。

丸子北中学校吹奏楽部のステージパフォーマンス

６回目となる今回のイベントには、フリーマケットなどに67店の
出店があり、各店舗の利益の５割が義援金に充てられ、その総額は
33万円となりました。この義援金は、学校再建資金として岩手県大
槌町へ送られます。

実行委員のつながるプロジェクトの方からは「私たちはみんな小さな
中村さんは開会のあいさつで岩手
県大槌町の方とのお話のなかから、
「東日本大震災以降、最低限の生活は
できる状態になっていますが、復興が
進んでいるという実感はありません。
あの日から時が止まってしまったよ

子供を持つ母親です。出来ることに限りはありますが、それでもやらず
にはいられない！賛同してくださったみなさんと御来場いただいたみな
さんには本当に感謝しています。」
「何よりもたくさんの笑顔とつながり
が生まれたこと、そして黙祷して被災地を想ったことが一番大切なこと
だと実感しました。」
と話されました。
つながるプロジェクトのみんさんが参加しているママサブのアフリカンダンス

うです。」
と現地の様子を説明し、
「震
災発生から１年半が経ちましたが 、
これからもこの会場のみなさまとのつながりや被災地とのつ
ながりを大切にして、上田市からの支援を継続していきたいと
思います。」
と来場者の方々へ心を込めて話されました。
実行委員会代表 中村亜季さん

○次回は３月開催予定
詳しくはブログで。http://ameblo.jp/tsunagaru-mk/ 問合わせ先 tsunagaru311@yahoo.co.jp 電話（中村）：090-1558-5590
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丸子地域協議会

日︵第

28

平成 年度

●

第３回会議から第５ 回会議までの間 ︑
全体会議終了後２つ

結果 ︑
７つの項目について研究を進めることを第６回会議で決

のグループに分かれて ︑
地域課題などについての検討を行った

定し ︑
それぞれの項目についての担当委員を選出しました ︒

第７ 回 会 議 以 降 は ︑
全体会終了後に分科会を開催すると共

定し ︑
研究を進めます ︒

丸子ドドンコの見直しについて
地域の産婦人科医療について

に︑
各研究会は担当委員相互で連絡をとりながら会議日を設

４
５

分 科 会などでの研 究を経て ︑
市への意 見が集 約された後に

ます ︒

○研究会を設置し、研究を進める事項
１ 地域内分権に向けた地域経営会議について
２ 商店街の活力アップについて
３ 新しい観光について
（ガイドボランティア育成を含む）

は︑
地 域 協 議 会 から意 見 書として市へ提 言されることとなり

○分科会を設置し、協議を進める事項
１ 魅力アップ応援事業実施団体の交流と
相互連携について
２ 公共交通（まりんこ号の運行）
について

全体会議終了後は、２つの会場に分かれて分科会を開催し、議論を深めています。

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

お知らせ

きれいな花づくりを中心とした
地域活動に御参加ください
現在、丸子地域では72団体
（各自治会や任意団体）
が参加して、花づく
りを通じて美しく潤いのある地域づくりを進めるために「花いっぱい運
動」を行っており、各地区で色とりどりのきれいな花が咲いています。
「花いっぱいの運動」は、まちを花で飾るだけでなく、地域のコミュニ
ケーション向上や環境保護活動も目的としており、地域の輪をさらに広
げるための運動です。
みなさんの地域でも、
きれいな花で憩いの場を造ってみませんか？
来年度に向けて新たに参加していただけるグループや自治会の皆さ
んをお待ちしております。

尾野山長寿会のみなさん

（植栽の様子）

地域の花づくりに協力していただいているボランティア団体
「まるこ花と緑の会」では新会員を募集しています。
あなたもボランティア活動に参加してみませんか？
※花いっぱい運動、まるこ花と緑の会についてのお問い合わせ
は建設課へ御連絡ください。

建設課 電話42-1032／有線24552

７月には見事な花が咲きました。
赤：サルビア、白：ペチュニア、黄色：メランポジウム
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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〜

10月27日から11月9日は
読書週間です。

読書週間に、ぜひ一冊の本を！
その昔、ギリシャ神話の世界で「ふくろう」は、学問・技芸・知恵
を司る美貌の女神アテナの使者であり、
また、代表的なポリスで
文化の中心地アテナイ
（アテネ）の聖鳥でもありました。古代の
ギリシャ人たちは、賢そうな丸い目に大きなメガネをかけた、す
まし顔の「ふくろう」を知恵の象徴として大切にしたといいます。

情報コーナー
丸子図書館
人気本ランキング

毎月第３土曜日は、
「おはなし会」
の日です。

ベスト

３

毎月第３土曜日は 、
「おは
なし会」の日です。
（午前中）

【一般図書】1位『三匹のおっさん』
あり かわ
ひろ
有川 浩／著 文藝春秋
2位『夢
違』
おん だ
りく
恩田 陸／著 角川書店
3位『わが母の記』
いの うえ
やすし
井上 靖／著 講談社
【児童図書】1位『かいけつゾロリたべるぜ！
大ぐいせんしゅけん』
はら
原 ゆたか／作 ポプラ社
2位『かいけつゾロリと
まほうのへや』
原 ゆたか／作 ポプラ社
3位『かいけつゾロリと
にんじゃ大さくせん』
原 ゆたか／作 ポプラ社

おはなしボランティアによ
る、大型絵本、読み聞かせ、紙
芝居 、パネルシアター 、人形
劇 、手あそびなど、ご家族で
楽しんでください。

今年度の読書会のテーマは
「源氏物語」
です。
全五八帖という源氏物語の
筋をつかむことで、物語を読み
解くための基本的な知識を身
につけるという全10回の講座
です。上田女子短期大学の西
山秀人先生を講師として、35名
の受講者が学習をしています。

お知らせコーナー これからのイベント予定
●特設コーナー
『映画・テレビ

原作本』コーナー

●「読書週間」懐かしいポスター展
10月20日(土)〜11月2日(金)
●おはなし会

11月17日
（土）午前10時30分から

●リサイクルブックフェア

図書館カレンダー

日

7
14
21
28

月

1
8
15
22
29

10月

火

2
9
16
23
30

水

3
10
17
24
31

木

4
11
18
25

11月25日
（日）

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。
金

5
12
19
26

土

6
13
20
27

11月

日

月

火

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

丸子図書館

水

7
14
21
28

木

1
8
15
22
29

金

2
9
16
23
30

土

3
10
17
24

電話42-2414／有線24602

日

月

火

12月
水

木

金

2 3 4 5
9 10 11 12
16 17 18 19
23 24
30 31 25 26

6
13
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27

7
14
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28

土

1
8
15
22
29
6
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今に息づく伝統芸の世界「でこまわし」を御覧ください

ふれあい人権の集い2012

12 ６ (木)

2012年
月
日
上田市丸子文化会館
「セレスホール」
18:00 開場
18:15 開会セレモニー
・人権作品の発表
・手話ダンスの発表
18:45〜20:30
・今に息づく門付け芸の世界
「でこまわし」

入場料
でく舞う門に福来たる
無料
新年や節季を祝った祝福芸
その芸をしていた人々に対しての差別
その差別に負けず伝統芸を復活させた経緯のお話と
その芸の一端を披露していただきます！

◇
「でこまわし」
とは
新年や節季を祝った祝福芸。それは門付け芸とも言
われていました。門付け芸とは、家々の災いを祓い、

●講

繁栄を願う芸です。四国の祝福芸は、明治初期には200
人以上の廻し手がいて民家を舞わしていました。正月
には、その芸を四国各地の人に披露し、正月以外は全
国をまわり、それぞれの地で人形文化を伝承しまし
た。その後「文楽」に発展し「人形浄瑠璃」の基とも
なったこの伝統芸は、戦後一旦消えます。
祖母が「でこまわし」だった辻本さんが、その復活
に取り組み、活動が各地で受け入れられていきます。
庶民にとっても「でこまわし」は正月に来てもらわな

演

●でこまわし

芝原生活文化研究所
辻本一英 さん
阿波木偶箱廻しを
復活する会

いと困るものだったからです。その消えたいきさつ、
その芸の復活に向けた経緯を語り、復活したその芸の
一端を演じてもらいます。
素晴らしい伝統芸を生業（なりわい）としてきた人
たちへの差別があったことを知っていただき、差別の
不当性をわかりやすく語っていただきます。

〜当日は大勢の来場者が予想されます。環境保全と地球温暖化防止のため、乗り合わせのうえ御来場ください。〜
人権教育係

成人式をより良い思い出に

電話42-6682

有線24802

成人式の実行委員を募集します

毎年行われている「成人式」の運営は、市と新成人
による「成人式実行委員会」によって行われており、
実行委員会は式典の主催者のあいさつなどを除いた部
分の企画や準備、進行を行っています。
＊例えば実行委員会が具体的に行うことは？
・成人式の司会進行や、会場での「新成人インタビュー」
「おたのしみ抽選会」などの企画と実施

＊生涯一度の成人式です
ただ出席するだけの成人式ではなく、「成人式でこ
んなことをやりたい」「企画や運営に参加したい」など
興味のある方、ぜひやってみたいという方は、丸子公
民館へ御連絡ください。
※上田市携帯サイトや上田市ホームページからも申し
込みができます。
「上田市 成人式」で検索してください。

・成人式「写真展」の開催など
その年代ごとに委員会で決定したことを実行します。
このほか長年続いているものとしては、記念冊子
「二十歳」の発行があります。
※記念冊子は、各地区ごとの写真などを冊子にまとめ
るもので、30年以上続いています。
＊実行委員は成人式の開催に向けて
皆のスケジュールを合わせて何回か事前に会議を行

新成人インタビュー

うなど、大変な部分もありますが、同じ丸子地域の同
年代の方々が一つの目的に向けて協力することで「一
足早い同窓会」のような雰囲気の中で、和気あいあい
と務めていただき、参加していただいた方からは、「実
行委員として成人式に参加できて良かった。」「貴重な経

おたのしみ抽選会

験ができました。」などの御感想が寄せられています。

皆さんの力で、生涯で一度の式を盛り上げましょう！
丸子公民館
7

電話42-3147

有線24722

写真展準備作業
成人式の司会進行

丸子

平成24年/2012. 10.16 発行
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音楽♪

地域の話題・お知らせ

音楽の秋を迎え、丸子地域の学校が各種の大会において高い評価を受けています。
第24回 長野県小学校バンドフェスティバル
（８月４・５日 長野県松本文化会館大ホール）
スーパーアンサンブルユニット賞（10/27東海大会へ出場）
カラフルジュエリー賞
西内小学校金管バンド
丸子中央小学校金管バンド

第79回 ＮＨＫ全国学校音楽コンクール長野県大会 兼
第２６回 長野県学校合唱大会
〈８月２６日 岡谷市文化会館
（カノラホール）
〉
金賞 丸子中央小学校合唱クラブ

中学校Ａ編成 銀賞 丸子中学校吹奏楽部

本物だけがなしえる優美で洗練された音色をぜひお楽しみください

丸子文化会館開館20周年記念
宝くじ文化公演

第52回 長野県吹奏楽コンクール 県大会
〈８月４・５日 長野県伊那文化会館〉

ウィーン・ヨハン・シュトラウス管弦楽団コンサート

日時▶平成25年１月６日（日）午後2時開演（1時30分開場）
場所▶丸子文化会館セレスホール
チケット▶全席指定 一般3,000円 高校生以下1,500円
指揮ヴァイオリン
※宝くじの助成による特別料金です。未就学児の同伴・入場は御遠慮ください。 ヨハネス・ヴィルトナー
© Dieter Nagl
チケット販売▶10月20日（土） 午前10時発売開始
プレイガイド▶あさかわ、佐藤新聞店、わかまつ、信州国際音楽村、丸子文化会館ほか
丸子文化会館 電話42-0001／有線24701

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

丸子地域行事イベント予定（10月〜12月）
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
11月 11日 第53回丸子地域駅伝大会
17・18日 長野県信濃美術館移動展

エアコン、
テレビ、冷蔵庫、洗濯機は
家電リサイクル法により適正に処理しましょう

23日 あさつゆ収穫感謝祭
25日 第26回丸子地域消費生活展
26日 第9回丸子地域協議会
12月 6日 ふれあい人権のつどい2012
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