
げんき丸子

地域づくり
 10月 19日 第35回丸子ソフトボール大会閉幕式
   第9回丸子体育協会長杯
　　　　　　　　ソフトボール大会閉会式
  20日 上田市議会報告会
  21日 まるこシルキーフォーラム2014
  23日 第33回丸子四季の里総合文化祭
　　　　　　（～11月2日まで）
  29日 第7回丸子地域協議会
 11月 1日 第2回鹿教湯温泉ふれあい
　　　　　　　　ノルディックウォークフェスタ
  9日 第55回丸子地域駅伝大会
  12日 子どもの明日を考える集い
  15日 第28回丸子地域消費生活展
  16日 平成26年信州丸子義仲祭り
  17日 依田川リバーフロント市民協働事業
　　　　　　　　　実行委員会  自然芸術講座
  22～24日  あさつゆ収穫感謝祭
  27日 第8回丸子地域協議会
 12月  9日 ふれあい人権のつどい2014
  13日 シリーズ文化講演会

丸子地域・できごと短信（10月～12月）

丸
子

平成26年/2014.12.16発行　第42号

1 ……できごと短信　
2 ……地域の話題
3 ……お知らせ
4 ……地域協議会だより

地域自治センターだより
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11月9日 第55回丸子地域駅伝大会
〔場所：丸子地域　主催：上田市丸子公民館〕

小雨が降る中、丸子地域の11チームが、練習の成果を発揮すべく
チーム一丸となってゴールを目指し、襷をつなげました。

11月17日 自然芸術講座
〔場所：依田川・内村川合流点付近　主催：依田川リバーフロント市民協働事業実行委員会〕

チェーンソーの扱い方の講習会のあと、
チェーンソーアートの実技を観賞し、
実際に丸子修学館高校の生徒５人が
体験しました。

5 ……地域経営議会
6 ……図書館だより
7 ……公民館だより
8 ……水辺だより
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里山の恵みに感謝！

限りある資源を有効に

鹿教湯でリフレッシュ！

チームみんなで力をあわせて！
　11月２日、丸子総合グラウンドにおいて、第31回丸
子地域サッカー大会が開催されました。
　市内在住、在学の小学生以下のジュニア男子および
女子、中学生の部に分かれ、14チーム、総勢181人の選
手が、対戦チームとの交流を楽しみました。
　ジュニア男子の部では、登録した選手全員が試合に
出場することとしているため、チーム一丸となりボー
ルを追う姿が印象的でした。

　11月23日、上田市丸子農産物直売加工センター「あ
さつゆ」において、収穫感謝祭が行われました。
　オープニングセレモニーのあと、大勢の来場者が、
お目当ての商品を購入したり、食を楽しんだり、収穫
の秋を堪能しました。
　今年は、近隣の直売所との連携も強めていきたいと
いうことで、坂城地場産直売所「あいさい」の友好出
店もあり、更に一層感謝祭を盛り上げました。

　11月15日、丸子文化会館において第28回丸子地域消
費生活展が開催されました。
　当日は節電や節水、食のムダなど多くの団体から展
示発表があり、650人以上の来場者が熱心に質問した
り、説明に耳を傾けていました。
　参加者は「普段な
にげなく暮らしてい
ますが、今日からは
地球のことを意識し
て、気負い過ぎず、継
続できるエコに取り
組みたい。」と真剣な
面持ちで話しました。

歴史ロマンを語り継ぐ
　11月16日、木曽義仲が寺院を建設したと伝わる、長
福寺（中丸子）において、平成26年信州丸子義仲祭り
が開催されました。
　漫画家であり歴史研究家の西川かおりさん（上田市出
身）を迎え、木曽義仲と丸子、そして真田幸村につながる
興味深い話を、時には笑いを交えながら拝聴しました。
　また津軽三味線の演奏や、義仲そばのふるまいもあ
り、歴史ロマンに想いを馳せる一日でした。

襷に想いをつなげて
　11月９日、第55回
丸子地域駅伝大会
が開催されました。
　小雨が降る肌寒
い天気の中、地域
や企業など11チー
ムの選手が襷をつ
なぎ、丸子地域を熱い走りで盛り上げました。地域の皆
さんも沿道から、大きな声援や拍手を送っていました。
　総合優勝は腰越JSC選抜、２位は丸子修学館高校陸
上部Ａ、３位は上丸子となりました。詳しい結果は丸
子総合体育館（電話43-2250／有線24611）へお問合せ
下さい。

　11月１日、鹿教湯温泉交流センターを中心に、第２回鹿
教湯温泉ふれあいノルディクウォークフェスタが開催され
ました。
　小雨が降るあいにくの天気でしたが、参加者40名は「か
け爺のお散歩コース／４㎞」と「真田姫湯治コース／８
㎞」に分かれゴールを目指しました。
　参加者は「きれいな景色と空気に、リフレッシュできまし
た。」と笑顔で話しました。

地域の話題

たすき
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問 市民生活課 環境・廃棄物担当　電話42-1054／有線24490

問 建設課  管理係　電話42-1032／有線24552

　市では、冬期間の安全な道路交通
を確保するため、市内業者にお願い
し、効率的な除雪に努めています。
　作業は、市が管理するバス路線や
主要な道路を中心に指定し、除雪や
凍結防止剤の散布を行います。
　大雪等に備え、特に次のような点
について、市民の皆様の一層の御理
解と御協力をお願いします。

　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16日の定期送達により自治会を通じて全戸配布します。
　御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御利用ください。  

　年末年始のごみ収集などを右記のと
おり行います。   
　ごみの出し方のルールを守り、きれ
いな環境で年末年始を過ごせるよう、
御協力をお願いします。

除雪作業に御協力ください

燃やせないごみの出し方が変わります

年末年始のごみ収集について

平成27年の丸子地域
ごみの出し方カレンダーの配布について

1 路上駐車や荷物の放置はやめましょう
　 作業に支障をきたし、事故につながる
　 恐れがあり大変危険です。
2 道路・水路に雪を出さない
　 思わぬ交通事故や水害の原因になりま
　 すので注意してください。
3 自宅前の除雪をお願いします
　 作業により出入口や車庫前に寄せられた雪の処理に御協力ください。
4 騒音等に御理解をお願いします
　 早朝や夜間作業による騒音等で御迷惑をおかけします。御協力ください。

※丸子クリーンセンター受け入れ時間
　午前9時～11時30分、午後1時～4時
　問 丸子クリーンセンター
　　 電話 43-2131

年末年始のごみ収集と丸子クリーンセンターの受け入れ

12月27日（土）

12月28日（日）

12月29日（月）

12月30日（火）

12月31日（水）～
　平成27年1月4日（日）

1月5日（月）以降

ごみ収集
休み

休み

通常どおり収集
通常どおり収集

休み

クリーンセンター受け入れ
休み

休み

受け入れします

受け入れします

休み

期　　日

通常どおり

　これまで、住民の皆さんに燃やせ
ないごみを３種類に分けて出してい
ただくことにより、ガラス等の量や
処理経費を抑えることができまし
た。しかし、高齢者等にはわかりに
くいなどの御意見が多くあり、出し
方を変更することになりました。
　今後、上田市では自治会説明会や
チラシ等で新たな出し方の周知を
行っていきます。資源物や可燃ごみ
の分別については引き続き御協力を
お願いします。

今までの出し方（3分別方式） 平成27年４月１日から

赤い袋が３つ 赤い袋が１つ

金物類

ガラス・
陶磁器類 一つの

袋で

合成皮革・
ゴム・プラス
チック製品

種類ごとに 金物類、合成皮革、ガラス・
陶磁器類など一括して出せます。

●収集回数は
　変わりません。
●１回に２袋
　までです。

お知らせ
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丸子地域協議会だより

▲第7回地域協議会

地域協議会で話し合われた内容については、ホームページに掲載していますので、「丸子地域協議会」で
検索のうえ、詳細を御覧ください。　　　　　　http://www.city.ueda.nagano.jp/hp/sys/20091015144015078.html

平成26年度わがまち魅力アップ応援事業（３回募集分）採択事業

　昭和40年愛宕山の眺
望が丸子八景となるの
を契機に、遊歩道が整
備されたが管理されず
荒れてしまった。ルー
トを見直しながら遊歩
道を整備し、多くの市
民の皆さんが楽しめる
コースを作る。

尾野山史跡めぐりの会
尾野山史跡めぐり
遊歩道の整備事業

団体名

事業名

内 容

1

　石井地区の樹木全般
を病害・災害から守り
つつ、緑豊かな地域に
すべく、樹木の育成に
努め、心豊かにくつろ
ぎ、ほっとできる環境
作りをする。また地域
の団結を目指し、次代
に技術を受け継ぐ。

石井樹木を守る会
石井自治会内の

樹木の保存と育成事業

2

　桜の枝の伐採・剪定
や、堤防の簡易舗装を
行い、桜並木の下を散
策やウォーキングな
ど、子どもからお年寄
りまでが安全に楽しめ
る交流の場とし、景観
の良い遊歩道を整備す
る。

腰越自治会
腰越馬坂橋

サクラ堤防保存事業

3

●10月29日（第７回会議）
　わがまち魅力アップ応援事業の第３回募集分の選考審査を行いました。
　また、下記について協議のうえ協議会の意見を決定しました。
１ 　不燃ごみ３分別モデル事業に関するアンケー

トの結果と今後の方向性について
　　　　　　　　　【３分別モデル事業を廃止】
２ 　市民活動団体交流会の実施について
　　　　　　　　　【平成27年2月22日実施】
　
　このほか、下記の報告がありました。
１ 　都市計画マスタープラン策定及び都市計画道
路の見直しについて

２ 　分科会及び研究会での検討状況について

▲11月27日　栃木県岩舟町地域協議会からの視察の様子

▲第8回地域協議会

●11月27日（第８回会議）
　下記について、協議のうえ協議会の意見を決定
しました。
１ 平成27年度当初予算に係る持ち寄り基金充当
予定事業について【８事業】

２ 市民活動団体交流会（２月22日）に係る実行
委員会の設立について【６名で構成】

　
　このほか下記の報告がありました。
１ 　不燃ごみ３分別モデル事業の廃止と今後の事
務日程等について

２ 　来年度以降の申告相談会場統合に係る事務日
程等について

３ 　移動市長室（12月９日）の実施内容について
４ 　栃木県岩舟町地域協議会からの視察に係る対
応内容等について

５ 　分科会及び研究会での
　 検討状況について
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問 地域協議会事務局（地域振興課内） 電話42-1011／有線24510問 地域協議会事務局（地域振興課内） 電話42-1011／有線24510

まち子さん：私達の「丸子地域」の将来の事、考えたことある？
ま る 吉 君：ん～～！難しい質問だね。
まち子さん：だって、上田市と合併して丸 8年経っているのよー。子供達の学校のことや、
　　　　　　じいちゃん、ばあちゃんの病院や買物のことなど、うーんと心配しているんだからー。
ま る 吉 君：そういえばこないだの新聞に、日本の人口がどんどん減っていくことが出ていたな。
まち子さん： 隣のおじちゃんは「地元の役員さんのなり手がいなくて困ったよ」って言ってたよ。
ま る 吉 君：最近は空き家や荒れた農地なども目に付くようになったし、困ったことだねー！ 
　　　　　　何か良い方法はないかなー？

まち子さん：鹿や猪の被害もよく聞くわー。これから先のことを皆でいろいろ話し合ったらいいんじゃない？ 
ま る 吉 君：市ではすぐに対応できないだろうし、地元をよーく分かっている人達が話し合い
　　　　　　ながら、いろいろ活動できるようにしたらどうかな？ その方が住んでいる人も
　　　　　　頼みやすいと思うしー。
まち子さん：その方がずっとやりやすいと思うわ。何より顔が見える知り合いの人たちの
　　　　　　活動なら子供やお年よりも安心できるよねー！
ま る 吉 君：そのとおりだね。今、丸子の自治センターで色々話し合っているみたいだよ！
　　　　　　ちょっと覗いてみよう。

より良いまちづくりに向けて

新たなまちづくりに向けた御意見や御要望などお気軽にお寄せください。

未来のまちづくりを話し合う場「地域経営会議」について

将来的な地域まちづくり組織のイメージ

丸子地域の
将来は？

　地域振興課では、今年 5 月から自治会連合、
女性団体、農業団体、商工会など、のべ 22 団
体（274 人）の皆さまと「地域経営会議の設置
に向けて」の意見交換会を開催し、地域の現状
を確認しながら、未来のまちづくりに向けた御
意見などをお聞きました。

①人口減少による担い手不足が深刻化している
②自治会と行政との関係を見直す必要がある
③これまで以上に各団体間の連携や情報共有の
推進が望まれる

④先を見据えたまちづくりには、現状からの発
想転換が必要である

⑤地域からの発想や、地域が自ら実行していく
ことが大切である

⑥社会情勢の変化に対応するため、地域も変わ
る必要がある

⑦男女共同参画により、新たなまちづくりを進
めてほしい

　地域振興課では、これらの意見などを
参考にしながら、「未来のまちづくり」
を見据え、その仕組みなどについて話し
合う場となる「地域経営会議」の年度内
設立に向け、丸子地域協議会や自治会連
合会の皆さんと話し合いを進めています。

※右のイメージ図を参照してください。

意見交換会で出た意見

[行　政]

上 田 市

住民自治組織「（例）○○地域まちづくり委員会」

地域経営会議
「（例）○○地域まちづくり会議」

●自治会や各種団体等で構成（市は活動を支援）
●自主的・自立的な運営（地域で考え、地域で決定）
●まちづくり計画の策定・実践
●各団体が連携・協力して一定の範囲で地域課題の解決や
　地域特性を活かしたまちづくりを主体的に実施

地域経営会議（○○地域まちづくり会議）の役割
●自治会、地域協議会、各種団体と上田市で構成
●地域内の課題や団体間の取組等を地域全体で共有
●地域課題の解決や地域特性を活かしたまちづくりの検討
●一自治会を超えた地域課題の解決等を行う住民自治の仕組み
　づくりの検討  （○○地域まちづくり委員会の設置範囲、組織構
　成、会則やまちづくり計画の検討）

地域協議会、地区自治連、小学校通学区域など

地
域
担
当
職
員・交
付
金
等

に
よ
る
支
援・連
携

段階を踏んで
移行

[自治会]
　地域内の全自治会

[分野別組織]（例）
●地区振興会
●PTA、子育て団体
●地区社協
●分館
●その他関係団体

参画・連携

附属機関
　地域協議会

地域協議会管内
まずは設置！
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問 丸子図書館　電話42-2414／有線24602
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お知らせコーナー　これからのイベント予定

～知りたい、学びたい、楽しみたいを応援します～

情報コーナー　

　図書館の本は、10冊まで借りることができますが、新刊や人気の本は、多くの人の予約が
はいっています。また、調べごとのために同じ内容の本をたくさん借りたり、シリーズもの
を巻続きで借りたりするケースの延滞は、他の利用者が調べたり、借りたりすることができ
ず大変不便をおかけしています。
　本は市民の皆さまの大切な財産です。誰もが利用できるように延滞通知が届いた方は、必
ず返却してください。※返却ポストは、24時間返却ができます。

●「紅白2014あなたが選ぶベスト１」
　今年を締めくくる12月の展示は、エコール内の図書
館員が選んだ「2014年のベスト１」を男女の作者別に
分けて紹介文を展示しています。読んでみたい本の番号
を投票していただいた結果で真のベスト１が決定します
ので、ぜひ図書館に足を運んで投票をお願いします。

●特別整理期間のため休館
　２月24日（火）から3月1日（日）まで、図
書館の全ての蔵書を確認して、データの
整理作業をします。（年に1回）
※期間中の本の返却は、返却ポスト・各
　エコール図書館を御利用ください。

　10月18日（土）に図書館まつりの
企画として、上田女子短期大学の
学生にお手伝いいただき、「ぬいぐ
るみおとまり会」を開催しまし
た。受付に来た子どもたちは、ぬ
いぐるみたちがどんな夜を過ごす
のか興味しんしん。
　次の日、お迎えに来た子どもた
ちは、夜の図書館でさまざまな活
動した様子を撮影した写真カードのプレゼントを受け取り、ぬい
ぐるみが選んだ絵本を借りて、楽しそうに帰りました。

　読書アドバイザーの越高一夫さんを講師にお迎えし、テーマ別や
年齢別での本の選び方や読み聞かせの楽しみ方、昔ばなしを伝える
ことの大切さなどをお話しいただきました。日本の５大昔ばなしは？
など、クイズ形式で参加者も一緒に考えながら学べた講座でした。

●５大昔ばなしとは：はなさかじいさん・かちかちやま・したきりすずめ・
　　　　　　　　　さるかにがっせん・ももたろうです。

●図書館講座「おうちでチャレンジおはなし会」を開催しました。

「ぬいぐるみおとまり
会」

を開催しました。

こしたか かず お

月 火 水 木 金 土日
1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

3
10
17
24
31

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

12月
月 火 水 木 金 土日

1
8
15
22

2
9
16
23

3
10
17
24

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

2月
月 火 水 木 金 土日

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

3
10
17
24
31

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

1月
図書館カレンダー 赤い日が休館日（毎週月曜日、振替休日、月末整理日）です。

本は市民の財産です　～図書の返却期限を守りましょう～
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丸 子 公 民 館 だ よ り

問 丸子総合体育館　電話43-2250／有線24611

問 丸子公民館　電話42-3147／有線24722

丸子公民館カルチャースクールで開催された講座を紹介

第41回 元旦マラソンを開催します！

　丸子公民館では、通年で成人を対象としたカル
チャースクールを開講しています。講座申し込み
は広報うえだ等で随時お知らせしています。今回
は今まで開講した講座を紹介します。これからも
講座名で興味がひかれたらぜひ御参加ください。
新しい発見がいっぱいです。

　元旦からさわやかな汗をかきましょう！
　今年も新しい年に思いを馳せながら、元
旦マラソンに参加してみませんか？1 .5㎞
コースと3.0㎞コースのミニマラソン大会です。

平成 27 年1月1日(元旦)  

1月1日 午前 10時 30分 スタート
事前の参加申し込みの必要はありません。
当日、御希望の会場にお越しください。
（ただし、飲酒をされての参加は御遠慮ください）

●集合場所　★丸子会場／丸子総合体育館玄関前
　　　　　　★丸子北会場／丸子北小学校グランド
●受付時間　午前10時～10時15分
●スタート　午前10時30分

「美の巨匠 偉大なる功績」
（西洋絵画等鑑賞）24人参加

「ふるさとの著名人研究」
（地域再発見）30人参加

「新参者 山城へ登城せよ」
（登山講習）29人参加

「行こう、歩こう、ウオーキング丸子」  22人参加「抱っこdeライブ」  43組参加
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丸子ファーストビル
テナント入店者  募集しています

住所／上丸子950番地 

問 地域振興課  庶務担当係 電話42-1043／有線24903

●１階（1-2）面積52.90平方メートル　家賃/月57,400円
●１階（1-3）面積60.72平方メートル　家賃/月65,900円
●１階（1-4）面積45.76平方メートル　家賃/月49,700円
●２階（2-2）面積48.44平方メートル　家賃/月46,400円

水辺だより
依田川リバーフロント市民協働事業実行委員会 地域の宝 ～水辺環境を保護しましょう～

問 依田川リバーフロント市民協働事業実行委員会事務局（地域振興課内）電話42-1011／有線24510

水辺キラキラ☆川の恵みに感謝

　当委員会において、8月1日から11月28日まで募集した「川の絵・川の写
真」に御応募いただき、ありがとうございました。
　丸子地域の小学校と、信州爆水RUN in 依田川の会場から合計36点の応募
がありました。
　作品は丸子中央病院と、丸子地域自治センターのロビーで下記のとおり
展示します。大勢の皆さんの御来場をお待ちしております。

　11月17日、丸子総合グラウンド奥の依
田川・内村川合流点付近において、河川愛
護への意識向上、安全な自然環境整備活
動の推進、体験学習による技術継承と人
材育成などを目的に、雑木処理作業に協
力参加いただいている、丸子修学館高校
の生徒や市民の皆さんを対象として、自
然芸術講座を開催しました。
　チェーンソーの使い方や、倒木の技術を
学ぶ講習会を行った後、全国のチェーン
ソーアート競技大会へ出場し、入賞してい
る長野県内の第一人者で、小諸市在住の
饗場良夫さんによる、チェーンソーアート

の実技と体験を行いました。
　饗場さんは、チェーンソーをなめらかに
動かし、短時間で森の賢者「ふくろう」を
完成させ、その見事な技術に参加者一同
が感心しました。
　また生徒５人が、チェーンソーアートに
挑戦し、最初はぎこちない手つきでした
が、だんだんとコツをつかみ、最後には個
性あふれる5羽のふくろうが完成しまし
た。自治センターロビーに
は、饗場さんに御提供いた
だいた、かわいい２匹のク
マが支えるベンチを展示
していますので、ぜひ御覧
下さい。

あい   ば  よし  お

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（12月～2月）
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。

暖房温度は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。

●本紙は環境に配慮し、古紙配合率100％再生紙とベジタブルインクを使用しています。

 19日 第9回丸子地域協議会
 26日 年忘れジャズライブ
  （Kodama金曜サロン・音楽村）

 1日 第41回元旦マラソン
 3日 長原幸太 with ニューイヤーフレンズ
  （音楽村ニューイヤーコンサート・音楽村）
 10日 丸子少年少女柔剣道教室鏡開き
 11日 成人式（丸子会場／丸子文化会館）
 27日 第10回
  丸子地域協議会

12月

１月
2015年

力作を御覧ください！

自然芸術講座
樹木を使ったチェーンソーアートの技術を体感しました。

　　　  場　　　　所

丸子中央病院 1階・2階

丸子地域自治センターロビー

　　　　 展　示　期　間

平成27年1月 6日（火）～16日（金）

平成27年1月20日（火）～30日（金）

　　   展　示　時　間

午前8時30分～午後5時

午前8時30分～午後5時15分

　  備　　考

日曜日休み

土・日曜日休み

丸子 平成26年/2014. 12.16発行

地域自治センターだより  第42号

▲昨年の展示の様子


