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丸子地域・できごと短信︵
月〜
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第35回 丸子ドドンコ

八日町こどもみこし

６月 27日 丸子修学館高等学校、上田市商工会及び上田市との
パートナーシップ会議
28日 第4回丸子地域協議会
（〜7/22まで）
30日 信州国際音楽村ラベンダー祭り2012
依田窪プール オープン
７月 1日 国際交流フェスティバル2012 in Maruko
7日 いきいきフェスティバル2012
14日 依田窪プールまつり
20日 糸川英夫メモリアル 星空コンサート
26日 第5回丸子地域協議会
８月 1日 「ブルームフィールド市郡」第5次訪問団来市
（〜9日）
4日 第35回丸子ドドンコ
東京丸子会郷土訪問
5日 第17回信州爆水ＲＵＮ in 依田川
9日 2012年世界をひとつに平和のつどい
11日 いっこく堂ワンマンライブ
12日 歩行者天国「花市」

みこし

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〜
地域の話題

皆さんの知識、技術を活かして図書館で

活動してみませんか

まるこライブラリーパートナー

図書館ボランティア

８月４日第35回丸子ドドンコ

が開催され 、みこしの部（大人

イベントボランティア
みこし４基、子どもみこし20基）

図書館まつりやおはなし会などの企画運営
に約1,200人が参加しました。
のほか、新刊の案内やチラシの作成などの
広報活動を行います。
下丸子こどもみこし

沢田こどもみこし

環境ボランティア
御嶽堂こどもみこし

わかくさ幼稚園

踊り

雪女みこし
迫力の大人みこし 本部前で２基そろい練り
館内の飾り付けや花壇づくり、敷地内の環

境美化活動を行います。
踊りの部には31連（約3,000人）が参加し、

真夏の一夜を元気いっぱいに踊りました。
ブックボランティア

返却された本を、書棚の正しい位置に戻し
たり、本を棚から探したり、館内の案内を
します。また、壊れた本の修理や新しい本
の装備をしたり、本のリサイクル作業など
を行います。

ハンディキャップボランティア
録音室を使って録音図書やお知らせなどの
音訳作業など、読書が困難な方への支援活
動を行います。

できるときに・できることを・できるはんいで
図書館ボランティアは、ご自身の技能や本に対
する思いを図書館の新しい魅力づくりに役立てて
いただく活動です。
チャレンジ賞 石井
応募された方と一緒に図書館の課題を共有しな
がら活動の内容ややり方を決めていきます。
図書館でボランティア活動保険に加入しますの
で、図書館が好きな方、本の好きな方ぜひご参加

ください。

◆

応募の方法

◆

随 時
受付開始

住所、氏名、電話番号、上記の ボランティア
の種類を図書館まで連絡をお願いします。
今年度は３回のボランティア養成講座を開催
しますので受講後に応募することもできます。

鮮やか賞

下和子

丸子金子図書館

日常的な活動（自分の時間で）
書架の本の配列を整理する。
返却処理された本の点検、清掃をして棚へ戻す。
デコレーション最優秀賞
中丸子 「絆 ロンドンオリンピック
予約があった本を棚から探す。

ガンバロー日本」

閉架書庫の資料等の整理をする。
利用者への案内や館内の見回りをする。
定期的な活動（決められた曜日で）
破損、汚損した本の修理（毎木曜日）
購入図書の簡単な装備
不用になった本のリサイクル処理
分野ごとの活動（必要なときに）
図書館まつり、おはなし会、展示などの事業企画や運営
新刊案内、チラシづくりなどの広報活動音訳作業、環境
美化・花壇づくり
電話42-2414／有線24602

華やか賞

西内

62

爆水RUN
８月５日第17回信州爆水ランin依田川が丸子総合グラウンドを中心に開催され、
過去最高の1,266人が参加しました。
鉄人、ずくだしてGo、ファミリー・グループの３コースに分かれてそれぞれス
タートし、水辺の自然を満喫しました。

ファミリー・グループコースは内村川を往復 (3㎞)して水辺を楽しみます。

鉄人コースは内村川から依田川へ下り、中丸子を回り、腰越馬坂橋で折り返す
コース(8㎞)で、タイムを競います

ずくだしてＧoコースは内村川から丸子城址を回るコース(4㎞)で、タイムを競
います

〔鉄人〕丸子中学校前

露草橋下

依田川の激流を駆け上がります

〔鉄人〕腰越橋下

大渕付近

泳いで下る姿も見られました
〔ファミリー･グループ〕内村橋下

内村川のゆるやかな流れを楽しむ姿が見られました

ゴールの後のインタビューでは、
「楽しかったです。」
「来年もまた参加します。」との声が
多く聞かれました。

丸子地域のきれいな水辺が、みなさんの笑顔を創りだしました
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みんなで乗って
未来へ乗り継ぐ

まりんこ号

丸子地域循環バス まりんこ号 の運行が10月1日から変わります。
東コースと西コースに分けて１日おきの曜日ごとに運行

10月1日改定

現行

生田
長瀬

西コースは

塩川
長瀬

火・木・土
曜日の運行

御嶽堂

下丸子

現在は 、東西コースを毎
日∞の字で 、１便当り約２
時間かけて運行しています。
このため 、１日４便しか
運行していないほか 、循環
方 向 も 便ごとに 変 わ る た
め 、到着時間が一定になっ
ていません。

月・水・金
曜日の運行

練合
下丸子

です。

東コースは

藤原田

です。

自治センター

自治
センター

両コースとも１周約１時間で運行するため
腰越

１日６便に増便となります。
深山

これからも永く まりんこ号 運行していくためには地域の多くの
皆様にご利用いただくことが必要です。

乗って残そう まりんこ号
新しい路線図、時刻表は９月中に各家庭にお配りします。
建設課

電話42-1032／有線24552

丸子ファーストビル
空きスペース利用者 募集

丸子ファーストビルの空きテナントの利用者を募
集しています。
下記のほかに、２階にも１区画の空きがあります。
詳しくは地域振興課へお問い合わせください。

１階（テナント番号1-4）
面積／45.76㎡
家賃／月51,000円

１階（テナント番号1-3）
面積／60.72㎡
家賃／月67,700円

地域振興課

電話42-1043／有線24903
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●
月

五月二十一日に市へ意見書を

7

日︵第

26

回会議︶

5

24

丸子地域協議会

4

平成 年度

提出した﹁まりんこ号の運行見

直しについて﹂市からの回答が

● 月 日︵第 回会議︶
市 か ら 地 域 内 分 権の 確 立
に 向 け た 第 ４ ス テ ー ジの 展

した ︒

あり ︑
その内容の報告を受けま

開についての報告を受けまし
た︒
委 員 からは ︑
地域課題な
どについて検討を行う新たな

市の回答では ︑
協議会からの

提 言のと おり 見 直 しの準 備 を

進めることとなり ︑
協議会での

りました ︒

研 究の成 果 が具 体 的 な形にな

組 織に関 する質 問 や ︑
市 民へ
の周知方法などについての意
見がありました ︒
また ︑
前期の協議会に引続
き︑
地域の産婦人科医療を考

を開催し ︑
地 域 課 題に 関 する

全 体 会 議の終 了 後は分 散 会

える 研 究 会 を 設 置 する 事 を
決定しました ︒

協議を行った後 ︑
全員での協議

を 行い具 体 的 な 研 究 項 目の選

もつながることから、大変有意義な内容であると捉え、是非実
現したいと考えています。

定を行いました ︒

丸子地域協議会におかれましては、丸子地域循環バス「まり
んこ号」の運行見直しについて熱心に御審議され、地域の課題
解決のため御尽力いただいていることに、敬意を表するととも
に心から感謝申し上げます。
平成12年から運行されている「まりんこ号」は、地域住民の公
共交通機関として重要な役割を果たしていると認識しておりま
すが、近年では利用者数が減少している反面、運行に要する経
費は年々増加しており、市といたしましても「まりんこ号」の運
行見直しを行う時期であると考えていたところです。
いただいた提言は、現在の「まりんこ号」の利用実態に即した
ものであるとともに、利便性の向上、更には運行経費の削減に

全 体 会 議の 終 了 後 は 分 散
会 を 開 催し ︑
地域課題に関す
る協議を行いました ︒

丸子地域循環バス「まりんこ号」の運行見直しに関する提言についての回答
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なお、バス事業の運行見直しは、上田市地域公共交通会議の
承認を経て、国土交通省北陸信越運輸局に申請する必要があり
ますが、平成24年５月24日開催の上田市地域公共交通会議で
本件を審議いただいたところ、提言内容のとおり運行の見直し
が承認されました。
このことから、
「まりんこ号」の運行改定を平成24年10月を目
途に行うこととし、今後その実現に向けて準備を進めて行くこと
といたしました。
公共交通は市民の皆様の「乗って残す」意識づくりが重要で
あると考えています。
丸子地域協議会の皆様には、
「まりんこ号」がこの先も身近な
市民の足として永く運行されますよう、更なる利用促進につき
まして引き続き御助言等を賜りますようお願い申し上げます。

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

地域の宝

今年も地域のみなさまによる
環境保護活動が展開されています

〜水辺環境を保護しましょう〜
川に親しみ、きれいな水辺を次世代へ
成澤実行委員会長は、毎年丸子北中学校の総合学習講座

「コスモス大学」において、水辺環境保護と生物観察の講師
として、川に関する啓発活動を続けています。

昨年度約1,000人のみなさまに御協力いただきました、アレ
チウリ駆除作業が今年も地域内の各地で行われています。
当実行委員会も6月23日の体育協会の駆除作業と6月30日の
ボランティア連絡協議会の駆除作業に参加しました。

アレチウリの駆除

6月23日は丸子総合体育館周

6月30日はふれあいステー

辺の駆除作業に参加しました。

ションから依田川橋の間の堤防

特に依田川内村川合流点付近か

沿いの駆除作業に参加しまし

らりんどう橋付近に多く繁茂し

た。１箇所で軽トラック２台分

ていました。

も駆除した場所がありました。

実行委員会事務局（地域振興課内） 電話42-1011／有線24510
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水辺生物の観察

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〜

皆さんの知識、技術を活かして図書館で

活動してみませんか

まるこライブラリーパートナー

図書館ボランティア
イベントボランティア
図書館まつりやおはなし会などの企画運営
のほか、新刊の案内やチラシの作成などの
広報活動を行います。

環境ボランティア
館内の飾り付けや花壇づくり、敷地内の環
境美化活動を行います。

ブックボランティア
返却された本を、書棚の正しい位置に戻し
たり、本を棚から探したり、館内の案内を
します。また、壊れた本の修理や新しい本
の装備をしたり、本のリサイクル作業など
を行います。

ハンディキャップボランティア
録音室を使って録音図書やお知らせなどの
音訳作業など、読書が困難な方への支援活
動を行います。

できるときに・できることを・できるはんいで
図書館ボランティアは、ご自身の技能や本に対
する思いを図書館の新しい魅力づくりに役立てて
いただく活動です。
応募された方と一緒に図書館の課題を共有しな
がら活動の内容ややり方を決めていきます。
図書館でボランティア活動保険に加入しますの
で、図書館が好きな方、本の好きな方ぜひご参加
ください。

◆

応募の方法

◆

随 時
受付開始

住所、氏名、電話番号、上記の ボランティア
の種類を図書館まで連絡をお願いします。
今年度は３回のボランティア養成講座を開催
しますので受講後に応募することもできます。
丸子金子図書館

日常的な活動（自分の時間で）
書架の本の配列を整理する。
返却処理された本の点検、清掃をして棚へ戻す。
予約があった本を棚から探す。
閉架書庫の資料等の整理をする。
利用者への案内や館内の見回りをする。
定期的な活動（決められた曜日で）
破損、汚損した本の修理（毎木曜日）
購入図書の簡単な装備
不用になった本のリサイクル処理
分野ごとの活動（必要なときに）
図書館まつり、おはなし会、展示などの事業企画や運営
新刊案内、チラシづくりなどの広報活動音訳作業、環境
美化・花壇づくり
電話42-2414／有線24602
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〜地域に貢献してきた被差別部落の方々の存在〜

館

だ

よ

り

「人権教育専門指導員養成講座」開催される

改めて差別をなくしていくことの重要性を認識

今年の人権教育専門指導員養成講座は、7月10日(火)
午後7時15分から丸子文化会館大会議室に於いて、講師

音像も安置されていると話しておられました。
地域に貢献した例として、「夢の架け橋」※１ のお話し

に元部落解放同盟長野県連合会執行委員長の深井計美
さんをお願いし、「歴史は問いかける」と題して講演を
いただきました。
この講演は、演題名と同じ
『歴史は問いかける』という

もしていただきました。この灌漑用水は、下流の依田

教育委員会作成の冊子を教材に進められましたが、こ
の冊子の中には丸子地域の被差別部落の皆さんが、地

みなさんの地域に果たした役割を多くの人が認識する
必要があると考えていますが、一方で差別戒名墓石が
存在しています。

域に貢献してきたいくつかの歴史が記録されています。
その一つは「丸子水平社」発足の地である住宅につ
いてです。約250年前の被差別部落の頭の家であり、お
城のような石積み・とがの木の床柱・総けやき造りと
相当の勢力を持っていたことが記されていること、ま
た、その近くには木戸があって、領地と領地の間の検
問所のようなもの
があり、警備に当
たっていたことな
ども話していただ
きました。一方、
裏の念仏堂には国
宝級と思われる観

第50回 信州上田

地域の水不足を解消し、豊かな実りを願う往時の依田
村の悲願を実現したものであることを話されました。
こうした歴史をもう少し掘り起こし、被差別部落の

講演では代表的な差別戒名墓石の説明をいただきまし
たが、はじめてその存在を知った参加者もおり、改めて
差別をなくしていくことの重要性を認識したようです。
深井さんは、最後に朝鮮半島情勢や在日朝鮮・韓国
人の人権問題にも触れて、日本におけるマイノリ
ティーへの理解を求められましたが、こうした学習の
機会を多く持って、被差別部落の人たちの地域に果た
して来た役割を再認識しながら、各地区で行われる人
権教育懇談会でも一緒に学びあいたいと思います。
※１「夢の架け橋」は安政4年(1857年)の古文書によると、現在の
丸子公園から辰ノ口集落付近へ灌漑用水を渡した巨大な木製
の架け橋（掛樋230ｍ、高さ９m）です。

丸子夏期大学を開催します

丸子地域で毎年開催している
「信州夏期大学」は、50回目を迎
える今年、
「信州上田 丸子夏期大
学」と名称を改めて開催します。
各分野の著名な方を講師にお
迎えしますので、大勢の皆様の
参加をお待ちしております。

丸子公民館
電話42-3147

開催時間

午後3時〜（8月19日(日)は午後6時30分〜、8月23日(木)は午前10時30
分〜。初日に開講式、最終日に閉講式）
場
所 上田市丸子文化会館 小ホール
受 講 料 1回100円 ※9月14日(金)は無料
70歳以上の方、障がいのある方、高校生以下は全日程無料（申し込み時にお申し出ください。）
申し込み 直接・電話・有線・ＦＡＸで事務局へ、または講演会当日会場でお申し込み
ください。定員はありません。
なお丸子地域にお住まいの方に限り、交通手段のない場合または障がいのあ
る場合は、上田市社会福祉協議会丸子地区センターの無料送迎がありますの
で、事前にお申し出ください。

8月19日(日) 午後6時30分〜 「有権者が政治を変える」
毎日新聞社論説委員

与良正男(よら まさお)氏

8月23日(木) 午前10時30分〜 「日本人が豊かになる経済学」
獨協大学教授・経済アナリスト 森永卓郎
（もりなが たくろう)氏

8月30日(木) 午後3時〜 「自分の健康は自分で〜効果的なトレーニング方法とは〜」
松本大学スポーツ健康学科専任講師

田邉愛子
（たなべ あいこ）
氏

9月5日(水) 午後3時〜 「関ヶ原合戦・大坂の陣と真田幸村」
静岡大学名誉教授・文学博士 小和田哲男（おわだ てつお）氏

9月14日(金) 午後3時〜 「絵手紙に夢のせて〜心のふるさと栄村をかく〜」
絵手紙作家
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山路智恵（やまじ ともえ）
氏

※丸子文化協会主催

丸子
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地域の話題・お知らせ

地域自治センターだより 第28号
平成24年度 第51回

羽ばたけアスリート
地域の

長野県中学校総合体育大会

６月30日から県内各地で開催された第51回長野県中学校
総合体育大会の入賞者を紹介します。

【丸子北中学校】
○ソフトテニス
女子ソフトテニス部
○陸上 男子共通棒高跳
女子共通砲丸投
女子共通棒高跳
男子共通走高跳
女子２年100M
女子共通800M

【丸子中学校】
○陸上

男子１年1500M

３位入賞 （北信越大会出場）
優勝 大塚
優さん（北信越大会出場）
４位 永井 琴美さん（北信越大会出場）
優勝 江原 成美さん
５位 小相澤隆太さん
７位 宮下 彩奈さん
８位 成澤
優さん
５位 笹沢

健司さん

丸子北中学校ソフトテニス部女子
〈後列左から〉
三島 桃子さん
金井 優香さん
吉池 綾さん
細川 実央さん
〈前列左から〉
小宮山 春乃さん
柳澤 芽衣さん
田澤 穂野香さん 加藤 光里さん

大塚さん

震災復興へ
日

永井さん

江原さん

小相澤さん

宮下さん

笹沢さん

地域から支援の想いがつながる
東日本大震災チャリティイベント「第６回つながるマーケット」を開催します。
このイベントは、市内のママ友達のグループ「つながるプロジェクト」が中心と
なった実行委員会が主催する震災復興を目的としたイベントです。

時▶平成24年９月16日（日）午前10時から午後３時

場

所▶丸子総合体育館

内

容▶・フリーマーケットは約70店舗が出店予定
・丸子北中学校吹奏楽部を始め、12団体のステージパフォーマンスが行われます。

募集

成澤さん

そのほか、被災地復興支援物品の販売や被災地の様子を動画や写真で展示します。

つながる
マーケット

フリマの出店者を募集しています。出店料はかかりませんが、利益の５割以上を被災地への

義援金（岩手県大槌町の学校再建費用）
として寄付していただきます。詳しくは実行委員会へお問い合わせください。

実行委員会事務局 電話0268（29）0102〔実行委員会代表 中村〕 tunagaru311@yahoo.ne.jp
最新情報はブログで http://ameblo.jp/tsunagaru-mk/

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（８月〜10月）
［第50回信州上田 丸子夏期大学（丸子文化会館）］
８月 19日
23日
30日
９月 5日
14日
８月 28日
９月 11日
16日
21日

河川環境の保全活動に
積極的に参加しましょう

27日
10月 6日
8日

開講式・1日目講座（講師：与良正男氏）
2日目講座（講師：森永卓郎氏）
3日目講座（講師：田邉愛子氏）
4日目講座（講師：小和田哲男氏）
最終日講座 丸子文化協会主催
（講師：山路智恵氏）、閉講式
第6回丸子地域協議会
丸子地域シルバースポーツ大会
震災復興支援イベント つながるマーケット
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。」
（丸子文化会館）
第7回丸子地域協議会
げんきまるこ産業フェスタ（〜7日）
第33回丸子体育祭
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