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信州ルネッサンス2012

４月 2日まで 福島からクルー春のおんがく村キャンプ in うえだ
4日 小・中学校入学式
14、15日 東京丸子会30周年記念郷土訪問
15日 安良居神社春祭り
17日 第4期地域協議会委員委嘱式及び講演会
第1回丸子地域協議会
21日 音楽村ハーモニー文化祭コンサート
丸子少年少女柔剣道教室開校式
22日 平井独鈷山千本桜祭り
鹿教湯文殊堂春祭り
三遊亭円楽独演会
22日まで 信州国際音楽村すいせん祭り2012
５月 1日 丸子図書館竣工式
3日 第41回丸子少年野球大会開幕
11日 第2回丸子地域協議会
13日 第45回丸子早起野球大会開幕
第33回丸子ソフトボール大会開幕
28日 第3回丸子地域協議会
６月1日〜3日 信州ルネッサンス2012

信州ルネッサンス2012
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信州ルネッサンス2012

信州国際音楽村開村２５周年記念
被災地復興支援
平成24年度 丸子地域協議会

り

人権教育の基本は人の心…
思いをくみとること
―丸子地域新任教職員人権教育研修会―

緑に囲まれた音楽村公園の芝生広場などで、たくさんの子どもが遊びまわっていました。

研修会
（丸子解放センター）

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
学館高校の先生方など59人が参加して5月14日
（月）
に丸
子解放センターを主会場に開催されました。
この研修会は、同和教育を大切にしてきた丸子地域

●平成23年4月4日／わがまち魅力アップ応援事業の採択について

鹿教湯の温泉を運んだ足湯 足湯からは浅間山を望む絶景

糸川英夫生誕100年・信州国際音楽村25周年 企画

親子ワークショップ

【市への意見書】
・応募のあった平成23年度事業の採択団体を決定しました。
●平成24年3月23日／わがまち魅力アップ応援事業の採択について
依田保育園児のオープニングア
トラクション
DANCE TEAM 舞ドリーム
●平成24年3月24日／わがまち魅力アップ応援事業に関する提言

（1）公共交通について（まりんこ号の運行見直し）
（2）地域の産婦人科医療について
（3）荒廃農地解消について

定しています。皆さまの御来場をお待ちしています。

６月３日（日）
には日本の宇宙ロケット開発の先駆者で、晩年を音楽村近くで過ごし
た糸川英夫博士の生誕100年と音楽村開村25周年を記念して、親子で参加するモデ
〈日時〉 月 日
時
ルロケットづくりと発射実験が開催され、約６０名の親子が円筒形のチョコレートの
〈会場〉
空き箱を利用してペンシル型ロケットを製作し、芝生広場で発射実験を行いました。
芝生広場では、
発射台にロケッ
トがセットされるたびに、打ち上げまでの秒読みが
コリアンパーカ
ッション
行われ「３・２・１・発射！」の元気な声が広場に響きました。
参加者は、風の影響などで１機ごとに違う青空への軌跡を笑顔追っていました。

第４期

平成２３年度▶
わがまち魅力アップ応援事業
実績報告会

第４期（平成24、25年度）の地域協議会は、平成24年４月17日に市全体の協議会委員を対象と
した合同委嘱式が開催され、各地域の代表委員が母袋市長から委嘱状を受け取りました。

委嘱式の後は地方分権に関する講演会に出席し、市民協働による地域内分権の推進についての研修を行いました。
２５周年スペシャルライブ
委嘱式当日（４月17日）に第１回会議を開催し、会長・副会長を選出し

発射ボタンは子ども達が
押しました

7 1 (日)10 〜15時
信州国際音楽村
ボリビア民俗舞踊

■体験コーナー
こども茶道クラブ
各国料理試食コーナー
（ブラジル、
中国、
タイほか）
など
同時開催：キッズタイム夏フェス

長引く不況などで、食料に困っている方々がいま
す。御来場の際には「支援米」
として、お気持ち程度の
精米を御寄贈いただければ幸いです。当日来られな
い場合は、事前に丸子公民館でも受け付けています。
なお集めた精米は、丸子ボランティア連絡協議会
を通じて、必要な方に配布します。

名
自治会名 委員活動期間
淳一 西 内 ３期
（６年間）
史子 中丸子 ３期
（６年間）
啓輔 中丸子 ３期
（６年間）
耕司 荻 窪 １期
（２年間）
誠一 中丸子 １期
（２年間）
與康 狐 塚 １期
（２年間）
芳則 南 フラプルメリアのフラダンス
方 １期
（２年間）
健二 茂 沢 １期
（２年間）
智美 腰 越 １期
（２年間）

【地域内の課題解消に向けた研究を行い、次期協議会へ引き継いだ事項】

三原綱木とザ
・ニューブリード
た後、引継ぎ事項の確認を行い、新たなメンバーによる研究・検討が始ま

発射台の角度は、風向きを確認して微調整

氏
生田
倉沢
成澤
上坂
佐藤
関
滝澤
山越
横山

・補助期間等の見直しに関する提言を行いました。

（5）旧カネボウ食堂棟の活用について

団体のブース、
ステージでの歌や踊り、演奏などを予
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れ、各種施策に反映されます。

（4）緊急時連絡マップ等について

日本や外国の文化体験、食のコーナー、国際交流

糸川研究所で試作されたロケット模型も展示された親子ワークショップ

丸子地域まちづくり方針の見直しについて
（第１次上田市総合計画）

・応募のあった平成24年度事業の採択団体を決定しました。

年も
「国際交流フェスティバル」を開催します。

丸子公民館

（敬称略）

い。」などの言葉をいただき、現地での研修で心にひ
びくものがあったようです。

国際理解・国際交流を深めることを目的として、今

のお願い
「支援米」

式典終了後、
ホールこだまのステージでは優雅なフラダンスや迫力のキッズダンスパフォーマンスが行わ
課題の解決に向けて、研究を進めました。
れ、会場入口のバザーコーナーに併せて大勢の観客でにぎわいました。
具体的に市へ提言した意見書や研究項目等は、以下のとおりです。
芝生広場のKIDSふれあい広場では、東日本大震災で被災したサラブレットへの乗馬体験、巨大エアーペ
第３期まで活動していただいた皆様
ンシル迷路、鹿教湯温泉の足湯コーナーなどが設けられ、子どもたちが元気に走り回る姿が見られました。
【市からの諮問への答申】

・この方針は、後期基本計画（平成24年度〜平成27年度）に盛り込ま

国際交流フェスティバル2012 in Marukoを開催します

■ステージ発表
日本や外国の伝統舞踊や楽器の演奏 など
■国際交流団体活動紹介

第３期

を作ることが差別やいじめをなくすことにつながると
考えました。」「今日感じた気持を私の生き方や学校で
の子ども達への接し方、言葉がけにも生かしていきた

ロケットを飛ばそう モデルロケット発射実験

入場料
無料

今年は、音楽村開村25周年・被災地復興イベントとして開催され、２日（土）の記念式典ではこれまで花畑

管理などに協力していただいた地域の関係団体への表彰が行われました。
第３期の丸子地域協議会委員の皆様には、平成22年４月から平成24年３月までの２年間、地域

●平成23年3月22日

で勤務される教職員の皆さんに、地域の被差別部落の
kids歴史などをしっかりと学んでいただき、学校での人権
ふれあい広場
同和教育に活かして頂くことを目的としています。
糸川英夫博士にちなんで巨大エアーペンシル迷路
「乗馬・ふれあい体験」南相馬市から来た馬とのふれあい
最初に、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、
「夢の架け橋」では、同和地区の皆さんが
地域で歴史的に重要な役割を果たしてきたことや、中
丸子の長福寺の差別戒名墓石のことなどの現地研修を
行いました。
研修に参加された方からは「差別やいじめなどを見

６月１日（金）から３日（日）
までの間、信州国際音楽村を会場に信州ルネッサンス2012が開催されました。
第３期委員の任期が３月末で終了し、第４期委員により、新たに地域課題解決へ向けた研究が始まりました。

抜き、子ども達と一緒に一人ひとりが認められる学級

現地研修
（中丸子／長福寺）
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第４期丸子地域協議会委員名簿
（敬称略）

役職
氏
名
自治会名
りました。
会長
斉藤重一郎
西 内
５月11日には第２回会議を開催し、第３期協議会から引継ぎを受けた公
副会長 丸山かず子
下和子
共交通についての意見書を議題とした協議を行い、運行経路等の見直しに
委員
池田佐代子
塩 川
丸子北中学校吹奏楽部
蓼科高校ジャズクラブ
ついて、意見書として市へ提出することを決定しました。
委員
内田 弘子
腰 越
５月28日には第３回会議を開催し、地域まちづくり方針や自治センター
委員
北村 好美
南 方
の重点目標などについての報告を受けました。全体会議終了後には、２グ
委員
工藤 裕子
中丸子
ループに分かれて地域課題等について研究を行う分散会を開催し、具体的
委員
久保田和英
下長瀬
委員
齊藤
實
石井
に研究を進める事項についての検討を行いました。
６月２日（土）
委員
笹井 午後５時からのプレステージに
文雄
八日町
は、
蓼科高校ジャズクラブと丸子北中学校吹奏
委員
佐藤 重喜
三反田
楽部が野外パノラマステージひびきに出演し、
委員
清水 三枝
御嶽堂
見事な演奏を披露しました。
委員
竹花 和彦
飯沼
午後６時からのスペシャルライブでは、まず
委員
竹花 節子
下長瀬
三原綱木とザ・ニューブリードがジャズナンバー
委員
中澤ゆかる
八日町
を中心とした演奏で会場を魅了しました。
リー
委員
松山 慶子
中丸子
ダーの三原綱木さんは「中高生の演奏が上手で
委員
宮坂 雄一
腰越
びっくりしました。プロとして負けないように、
委員
宮崎
涼
西 内
一生懸命演奏します。」と話し、会場の笑いを
委員
宮下 正明
下長瀬
誘っていました。
委員
村松 正孝
下長瀬
コンサート後半から出演した麻倉未稀さん
北村委員が丸子地域を代表して
合同委嘱式
委員
山本
進
下和子

+

麻倉未稀

は、迫力あるボーカルで「HERO」などのヒット
曲を熱唱し、最後は中高生も含めた出演者全員
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。
で「上を向いて歩こう」を演奏し、麻倉さんと来
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
場者が一緒に歌い、会場が一体となったコン
ラストソングの
「上を向いて歩こう」
サートとなりました。
委嘱状を受け取りました

電話42-3147

有線24722
信州国際音楽村

電話42-3436

有線22871

を熱唱する麻倉未稀さん

ラストソングは出演者全員の共演となりました
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〜ゆったりとした時間をすごせる すてきな本の世界〜

新しい図書館へお越しください
丸子図書館は５月１日カネボウ跡地（中丸子保育園北側）に開館しました。
金子図書館の良き伝統を継承し、新しい文化拠点として各種の活動を展開します。

開館時間
〈平日〉午前9時〜午後6時30分
〈土曜・日曜〉午前9時〜午後5時

休館日

玄関への入口

毎週月曜日・祝日
毎月末日（本整理の為）

内
館内のご案

利用者カードを読み込ま
せ、テーブルの上に本を重ね
て置くと自動で貸出処理を行
います。
インターネットコーナー、視聴コーナー、郷
土コーナ−、閲覧コーナーのパソコン席、学習
室は受付で利用申請をしてください。
上田地域図書館情報ネット
ワークの図書検索により、希
望の本がどこの図書館にある
かを調べることができます。

本は館外玄関左脇の返却ポ
ストにいつでも返却すること
ができます。

おはなし会を
開催します

繭の形のやさしい空間が子どもたちの
知識を限りなく広げます
子どもの時に出会う本は、とても楽

絵本の読みきかせ、大型絵本、紙芝

しくて大切なものです。

居、パネルシアター、人形劇や手遊び

ページを開くたびに子どもたちの表

など、お話の世界をお楽しみください。

情は変わり、想像力が膨らみます。

●7月21日㈯10：30〜 ●8月 2日㈭14：00〜
●8月 1日㈬14：00〜 ●8月 3日㈮14：00〜

広々としたスペースには、授
乳室も設置してありますので、

※いずれも会場は丸子図書館です。

お気軽にお出かけください。

丸子図書館

電話42-2414／有線24602

4

お知らせ

危険木の伐採と沿道美化に御協力ください
危険木の伐採等について
道路への倒木・枝の張り出し等は、交通事故を引
き起こす原因となることがあります。倒木等が原因
で事故が発生した場合には、当該樹木の所有者が責
任を問われる場合がありますので、伐採または枝払
い等適切な管理をお願いします。
特に強風・大雨時には倒木が起こりやすく、昨年は松く
い虫被害木の倒木による車両事故が発生しています。
緊急の場合、道路通行の支障となる樹木や枝など
を予告なく伐採・撤去することがありますので、御
理解をお願いします。
また、これから雑草が伸びる時期を迎えますが、
地域の自治会活動等で行われる清掃作業に積極的に

花いっぱい運動 展開中です

御参加いただき、歩行者の安全、地域の環境整備の

丸子地域全体では、今年度も

ため、沿道美化活動に御協力をお願いします。

73団体、3,000人を超える皆様
により、｢花いっぱい運動｣を展
開しています。
花苗の植栽作業や、花壇の管
理により、花の季節（7・8月）
には地域内のいたるところで美
しい花々が御覧いただけます。
建設課では、これからもさらに多くの皆様にこの運動に参加いた
だき、花づくりによる地域の絆を広げていきたいと考えていますの
で、御協力をお願いします。

建設課

電話42-1032／有線24552

可燃ごみの減量と不法投棄の防止に御協力ください
丸子地域自治センター市民生活課では、限られた資源や住みよい環境を

不法投棄の防止

守るため、可燃ごみの減量と不法投棄防止に取り組んでいます。

可燃ごみの減量

公道とその周辺や河川敷、水路への不法投
棄が絶えません。

次のことに心がけることで可燃ごみを減らすことができます。
●生ごみの水切り
●生ごみの堆肥化（※）
●資源ごみを資源回収に回す(紙、布）
●無駄なものを買わない

（※）上田市では、生ごみのたい肥
化を推進するため、
「生ごみ処理
機購入費補助」を行っています。

●ごみの分別と排出ルールを守り、再資源化
に御協力ください。
●不法投棄を発見したときは、車種やナン
バーなどを控えて、地域自治センター担当
課もしくは警察へ通報してください。
●違反した場合は、５年以下の懲役、もしく

例えば･･･食べて減らすこともできます。
●さつまいもの皮→油で揚げる→チップス

は1,000万円以下の罰金又はその両方が科
せられます。

●野菜のへたなど→フードプロセッサーにかける→スープ
千切り→

→

●大根の葉

→油で炒める→

きんぴら

●野菜の皮

炒めもの

豊かな自然環境を生かしながら、限られた資源を有効に活用し、循環型社会を構築しましょう。
53

市民生活課

電話42-1054／有線24490
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平成24年度

丸子地域協議会

第３期委員の任期が３月末で終了し、第４期委員により、新たに地域課題解決へ向けた研究が始まりました。
第３期の丸子地域協議会委員の皆様には、平成22年４月から平成24年３月までの２年間、地域

第３期

課題の解決に向けて、研究を進めました。
具体的に市へ提言した意見書や研究項目等は、以下のとおりです。

【市からの諮問への答申】

第３期まで活動していただいた皆様

●平成23年3月22日

氏
生田
倉沢
成澤
上坂
佐藤
関
滝澤
山越
横山

（敬称略）

丸子地域まちづくり方針の見直しについて
（第１次上田市総合計画）

・この方針は、後期基本計画（平成24年度〜平成27年度）に盛り込ま
れ、各種施策に反映されます。
【市への意見書】
●平成23年4月4日／わがまち魅力アップ応援事業の採択について
・応募のあった平成23年度事業の採択団体を決定しました。
●平成24年3月23日／わがまち魅力アップ応援事業の採択について
・応募のあった平成24年度事業の採択団体を決定しました。
●平成24年3月24日／わがまち魅力アップ応援事業に関する提言

名
自治会名 委員活動期間
淳一 西 内 ３期
（６年間）
史子 中丸子 ３期
（６年間）
啓輔 中丸子 ３期
（６年間）
耕司 荻 窪 １期
（２年間）
誠一 中丸子 １期（２年間）
與康 狐 塚 １期
（２年間）
芳則 南 方 １期（２年間）
健二 茂 沢 １期
（２年間）
智美 腰 越 １期
（２年間）

・補助期間等の見直しに関する提言を行いました。
【地域内の課題解消に向けた研究を行い、次期協議会へ引き継いだ事項】
（1）公共交通について（まりんこ号の運行見直し）
（2）地域の産婦人科医療について
（3）荒廃農地解消について
平成２３年度▶
わがまち魅力アップ応援事業
実績報告会

（4）緊急時連絡マップ等について
（5）旧カネボウ食堂棟の活用について

第４期

第４期（平成24、25年度）の地域協議会は、平成24年４月17日に市全体の協議会委員を対象と
した合同委嘱式が開催され、各地域の代表委員が母袋市長から委嘱状を受け取りました。
委嘱式の後は地方分権に関する講演会に出席し、市民協働による地域内分権の推進についての研修を行いました。

委嘱式当日（４月17日）に第１回会議を開催し、会長・副会長を選出し
た後、引継ぎ事項の確認を行い、新たなメンバーによる研究・検討が始ま
りました。
５月11日には第２回会議を開催し、第３期協議会から引継ぎを受けた公
共交通についての意見書を議題とした協議を行い、運行経路等の見直しに
ついて、意見書として市へ提出することを決定しました。
５月28日には第３回会議を開催し、地域まちづくり方針や自治センター
の重点目標などについての報告を受けました。全体会議終了後には、２グ
ループに分かれて地域課題等について研究を行う分散会を開催し、具体的
に研究を進める事項についての検討を行いました。

合同委嘱式

北村委員が丸子地域を代表して
委嘱状を受け取りました

第４期丸子地域協議会委員名簿
（敬称略）

役職
会長
副会長
委員
委員
委員
委員
委員
委員
委員
委員
委員
委員
委員
委員
委員
委員
委員
委員
委員
委員

氏
名
斉藤重一郎
丸山かず子
池田佐代子
内田 弘子
北村 好美
工藤 裕子
久保田和英
齊藤
實
笹井 文雄
佐藤 重喜
清水 三枝
竹花 和彦
竹花 節子
中澤ゆかる
松山 慶子
宮坂 雄一
宮崎
涼
宮下 正明
村松 正孝
山本
進

自治会名
西 内
下和子
塩 川
腰 越
南 方
中丸子
下長瀬
石井
八日町
三反田
御嶽堂
飯沼
下長瀬
八日町
中丸子
腰越
西 内
下長瀬
下長瀬
下和子

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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人権教育の基本は人の心…
思いをくみとること
―丸子地域新任教職員人権教育研修会―
抜き、子ども達と一緒に一人ひとりが認められる学級

研修会
（丸子解放センター）

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
学館高校の先生方など59人が参加して5月14日
（月）
に丸
子解放センターを主会場に開催されました。
この研修会は、同和教育を大切にしてきた丸子地域

を作ることが差別やいじめをなくすことにつながると
考えました。」「今日感じた気持を私の生き方や学校で
の子ども達への接し方、言葉がけにも生かしていきた
い。」などの言葉をいただき、現地での研修で心にひ
びくものがあったようです。
現地研修
（中丸子／長福寺）

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
同和教育に活かして頂くことを目的としています。
最初に、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、
「夢の架け橋」では、同和地区の皆さんが
地域で歴史的に重要な役割を果たしてきたことや、中
丸子の長福寺の差別戒名墓石のことなどの現地研修を
行いました。
研修に参加された方からは「差別やいじめなどを見

国際交流フェスティバル2012 in Marukoを開催します
国際理解・国際交流を深めることを目的として、今
年も
「国際交流フェスティバル」を開催します。
日本や外国の文化体験、食のコーナー、国際交流
団体のブース、
ステージでの歌や踊り、演奏などを予
定しています。皆さまの御来場をお待ちしています。

〈日時〉7月1日(日)10時〜15時

コリアンパーカッション

入場料
無料

■ステージ発表
日本や外国の伝統舞踊や楽器の演奏 など
■国際交流団体活動紹介

〈会場〉信州国際音楽村

ボリビア民俗舞踊

■体験コーナー
こども茶道クラブ
各国料理試食コーナー
（ブラジル、
中国、
タイほか）
など
同時開催：キッズタイム夏フェス

のお願い
「支援米」
長引く不況などで、食料に困っている方々がいま
す。御来場の際には「支援米」
として、お気持ち程度の
精米を御寄贈いただければ幸いです。当日来られな
い場合は、事前に丸子公民館でも受け付けています。
なお集めた精米は、丸子ボランティア連絡協議会
を通じて、必要な方に配布します。

丸子公民館
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地域の宝

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

〜水辺環境を保護しましょう〜
川の絵

川の写真 を公募します

「自然環境の保全と人々が共生できる地域づくり」について、身
近に考えていただくと共に関心を高めていただくことを目的と

夢と誇りを持てる地域づくりを推進します
５月31日（木）平成24年度第1回依田川リバーフロント市民
協働事業実行委員会を開催し、今年度の事業計画などが協議
され、以下の事項が決定しました。

して、川に関する絵と写真を募集します。
【応募規定】
（1）作品の内容

依田川・内村川・千曲川の風景、川とくらし、
水と親しむ姿や魚つりなど、「ふるさとの川」

①河川環境保護を目的とした他団体との交流推進

を表現した絵・写真

②アレチウリ駆除活動の実施

（2）募集期間

③依田川・内村川合流域の環境整備の推進

平成24年８月１日
（水）
から11月30日
（金）
まで

（3）作品の提出先

④各種広報活動の実施
今年度も河川環境保護を共通目標とした各種の活動を展開

丸子地域自治センター 地域振興課

（4）大きさの基準等

ア 絵の部

用紙、用具は問いません。

※デジタルデータ可

し、流域全体の人々の交流や、地域の絆を広げます。

イ 写真の部

写真サイズは問いません。

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

を展開しています ︒
一緒に活動していただ

り︑
共通目標の達成に向けて各種の活動

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 ︒

※プリント写真、デジタルデータどちらでも可
（5）参加賞

応募者全員に記念品を贈呈します。

※詳細は事務局へお問い合わせください。

実行委員会事務局（地域振興課内） 電話42-1011／有線24510

第17回 信州爆水RUN in 依田川
○開 催 日
○コ ー ス

平成24年

８月5日（日）

◆鉄人コース（約８㎞）

○参 加 料

爆水

◆ずくだしてGO！コース（約４㎞）

◆ファミリーグループコース（約３㎞）
◆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

○申込期間
○申 込 先

※小学生未満は無料

６月19日〜７月18日（事前に締め切る場合があります）
※当日の受付はありません。
丸子総合体育館

地域づくりに関する
提案をお寄せください。

【問】電話43-2250

有線24611

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

８月5日（日）
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）
30日 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
（丸子文化会館）
14日 依田窪プールまつり
20日 糸川英夫メモリアル
出演

冷房温度は28℃を目安に設定しましょう

お ん で こ ざ

鬼太鼓座

星空コンサート

（音楽村）

８月 ４日 第35回丸子ドドンコ
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
（丸子文化会館）

8

