
げんき丸子

地域づくり

 ８月 30日 上田市防災訓練（丸子中央小学校）
 ９月 4日 第52回信州上田丸子夏期大学(3日目)

  7日 第47回早起き野球大会閉幕式
  18日 第52回信州上田丸子夏期大学(4日目)

  19日 第52回信州上田丸子夏期大学(5日目)

  25日 第6回丸子地域協議会
  26日 男女共同参画事業映画会
　　　　　　　　　　「そして父になる」
  30日 第19回シルバースポーツ大会
 10月1日～3日　陣場ぶどう収穫作業体験
　　4日～5日　げんきまるこ産業フェスタ2014
　　7日～8日　陣場ぶどう収穫作業体験
  11日 国際交流フェスティバル2014
  13日 第35回丸子体育祭
   鹿教湯商工観光祭
　　　　　　　　～食・浴の秋祭り～

丸子地域・できごと短信（８月～10月）

丸
子

平成26年/2014.10.16発行　第41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
発行●丸子地域自治センター 〒386-0492 上田市上丸子1612番地

　　　電話42-3100  FAX43-3666  E-mail mtiiki@city.ueda.nagano.jp

印刷●㈲大和印刷

8月24日 第１回まるこベルシティまつり
〔場所：ベルシティ　主催：まるこベルシティまつり実行委員会〕

AED（自動体外式除細動器）の講習会にも
真剣な眼差しで参加していました。

今年から実行委員会を立ち上げ、
約3,000人の皆さんがまつりを楽しみました。

9月14日 ひまわり祭り
〔場所：平井地区御屋敷平地籍　主催：御屋敷平村おこしの会〕

約80aに植えられているひまわりとコスモスが秋風に揺られ、
訪れた大勢の親子連れや友人同士が初秋の一日を楽しみました。

5 ……水辺だより
6 ……図書館だより
7 ……公民館だより
8 ……お知らせ



2

丸子地域自治センターだより  第41号

はつらつ！  元気に！

地域の産業を活性化！

地域のものづくりの技を活かして
　８月６日、ベルシティ内にある旧カネボウ食堂棟に
おいて、「1956年式四輪ボンネット消防車復活プロジェ
クトキックオフ会議」が開催されました。
　このプロジェクトは、平成21年10月に産学官の連携
により実施した「昭和30年式オート三輪消防自動車復
活プロジェクト」に続くもので、地域のものづくりの
技を活かし、歴史的価値を優先し、自走及び放水可能
な状態の修復を行います。
　ボンネット消防車は平成11年に旧カネボウ丸子工場
から旧丸子町に寄贈され、丸子地域自治センターに保
管されていました。
　今回のプロジェクトの始動で、再度地域の産学官の
英知と技が集結し、復活した消防車を産業文化（機械）
遺産として伝承し、地域の活性化につなげていきます。

　９月30日、丸子総合体育館、丸子ゲート
ボール場及び天下山マレットゴルフ場にお
いて、第19回シルバースポーツ大会が開催
されました。
　19回目を迎えたこの大会は、丸子地域高
齢者クラブ連合会が主催したもので、丸子
地域各地区単位の高齢者クラブ会員が一堂

に会し、競技を通じて相互の交流と親睦を図り、併せ
て心身の健康を培うことを目的として行われています。
　開会式、始球式のあと、29クラブ432人がスマイルボ
ウリング、ペタンク、ゲートボール、マレットゴルフ
に分かれ、熱い競技と盛大な応援を繰り広げました。
　丸子地域高齢者クラブ連合会山本循三会長は「例年
たくさんの会員の皆さんに参加していただいている。
自分の健康は自分で守り、来年も元気で大会に参加し
てもらいたい。」と話しました。

地域の話題

1956年式
（昭和31年式）

四輪ボンネット消防車
復活プロジェクト

　10月４～５日、丸子総合体育館一帯において、
げんきまるこ産業フェスタ2014が開催されました。
　このフェスタは実行委員会が主催し、地域産業の活力と力強さ
をアピールし、地域の活性化のために毎年開催されています。
　屋外会場で は 、丸子修学館高等学校の生徒が 「丸子と
SHOP」で手作りのジャムなどを販売したり、丸子武石発祥
で、地元食材を使った新名物「信州じゃ～麺」などたくさんの
ブースが並び、訪れた皆さんは買い物を楽しんでいました。
　総合体育館内では、丸子地域の企業が「ものづくり総合展」を
出展し、来場者は真剣な面持ちで説明に聞き入っていました。
　長野大学のブースでは、学生がカンバッチを作成したり、3Ｄ
プリンターを披露するなど、高い技術を実感しました。
　２日間で約7,000人がフェスタを訪れ、さまざまな産業や丸子
地域の元気を創出します。

げんきまるこ
産業フェスタ2014

第19回
シルバースポーツ大会開催

開会式の様子

ペタンクを楽しむ皆さん

やま  もと じゅんぞう
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ごみを出される際、次のようなことに注意してください

問 市民生活課環境・廃棄物担当　電話42-1054／有線24490

　容器包装廃棄物（プラマーク付プラスチックごみ）の減量化と資源を有効利用す
ることで環境に負荷の少ない循環型社会の構築、再資源化を促進するために、平成
７年に制定されました。
　この法律のなかで、消費者、市町村、事業者が協力してプラマーク付プラスチッ
クごみ（いれもの、包むもの）のリサイクルを進めるように定められています。

分別に御協力をお願いします
～プラマーク付プラスチックごみ～

容器包装
リサイクル法

消費者
買う

分別して出す
（緑色の袋へ）

市
収集する

企業
商品・容器をつくる

売る

リサイクル工場
パレットなどのプラ製品に
リサイクルする

品質の良い物を提供

◀このマークが目印
（容器等の側面や底を確認してください）

プラマーク付プラスチック

食べ（使い）きり、
汚れは洗い、
乾かす
ようにしましょう

プラマーク付プラスチックごみでないものが
入らないようにしましょう

危険物を一緒に
出さないように
しましょう

中身が確認
できるように
出しましょう

ペットボトル 資源物ですので月に一度の資源回収に出すか、
スーパー等で行っている店頭回収にお出しください。▶▶▶

▶▶▶

悪臭が出たり、
ハエが発生するなど

衛生上も
好ましくない

リサイクル工場から
改善を求められ、
改善されない場合は
受入れを断られてしまう
おそれがあります

収集の際危険です

中身が確認できず、
袋を破る必要があり
二度手間になります

●クリーニングの袋
●家庭でつけたラップ
●チャック付ポリ袋
●ダイレクトメール等のビニール製封筒

●ＣＤ、ＤＶＤのケース

●お寿司等の中仕切り
●湿布薬の裏シート
●ビニール紐・テープ

●ゼリー等のスプーン
●ストロー

こ
れ
ら
は
全
て
燃
や
せ
な
い
ご
み

 （
赤
色
の
袋
）で
出
し
て
く
だ
さ
い
。

商品そのもの

容器包装とみなされないもの

中身を出したり使ったあとも必要なもの

中身が商品でないもの
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●８月26日（第５回会議）
　「まりんこ号」のラッピングデザインについて協議
のうえ決定しました。
　このほか下記の報告がありました。
１ 地域内分権に関する各種団体との意見交換会の開催
　状況等について（16回、延べ210人参加）
２ 平成26年度上田市防災訓練及び災害時の情報収集・
　発信手段の構築について
３ 「不燃ごみ３分別モデル事業」の廃止に関するアンケー
　トについて
４ 丸子育英会の廃止および新たな奨学制度への統合について
５ 分科会及び研究会での検討状況について

　これは子育てサロンや支援センターの利用者のみなさん
を中心として行った「子育てに関するアンケート調査」から、

「子育てサロンを毎日利用できるようにしてほしい」「広くて
遊具のそろった公園がほしい」「栄養士に相談できる機会を
設けてほしい」など、たくさんの意見をもとに、丸子地域の子
育て支援の方向性を考えようと実施したものです。
　実際に各施設を利用
しているみなさんの様
子が視察でき、子育て
が安心してできる、よ
りよい環境になるよ
う、更に研究を重ねて
いきます。

　丸子地域協議会「丸子地域の子育て支援に関する分科
会」では、９月12日（金）西内子育て支援センター及び丸子
子育てサロン、16日（火）中丸子子育て支援センター及び長
瀬出張子育てひろばの視察を行いました。

　堀内さんは「コンセプトは自然です。生糸の町とホタ
ルの里、特に生糸をだす蚕に注目をしました。まさか自
分のデザインが選ばれるとは思わなかったので、びっく
りしましたがとてもうれしいです。」と笑顔で語ってい
ました。
　今後は、26年度中
に新デザインのまり
んこ号が運行され、
地域のみなさんの生
活を支えます。

　丸子地域協議会「公共
交通に関する分科会」で
は、８月 22 日（金）ま で
実施した、「まりんこ号」
ラッピングデザインの投
票結果を参考に、第５回
地域協議会へ提案のうえ、丸子修学館高等学校美術部の
堀内節さんのデザインに決定しました。

●９月25日（第６回会議）
　地域経営会議の設立について協議しました。
　このほか下記の報告がありました。
１ 平成26年度小型除雪機購入費補助事業の状況について
２ 分科会及び研究会での検討状況について

ほりうちみさお

丸子地域協議会だより

第5回地域協議会

開票の様子

牛乳パックで作った手作りの椅子

ま
り
ん
こ
号
の

デ
ザ
イ
ン
原
画

美術部の上原先生と堀内さん

第6回地域協議会

中丸子子育て支援センター

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

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

「安心」して子育てができる環境とは

まりんこ号のデザインが
決まりました



5

川の絵の作品

川や水辺にすむ生き物の折り紙

水辺キラキラ
☆

川の恵みに感謝
水辺だより

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

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～

　９月１日から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、丸子修学館高等学校の生徒18名と協働して、ニセアカシア
を中心とした雑木伐採処理作業を行っています。
　この作業は計画中の公園整備に併せたもので、河川の環境美化を目
的に、約400ｍの区間を12月まで行う予定です。
　生徒たちは、先生から作業の注意点などについて指導を受けた後、
４～５名の班に別れて生茂ったニセアカシアを、チェーンソーで次々
と切り倒したり、枝の部分はチッパシュレッダで粉砕しました。
　地域の活性化と人材育成を目的として、上田市、上田市商工会と
パートナーシップ協定を締結している修学館高校の皆さんの、地域貢
献実習が大きな力となり、地域の大切な河川環境が守られます。

若者パワーが河川環境を守ります

　依田川リバーフロント市民協働事業実行委員会では、８月３日開催の
「第19回信州爆水RUN in 依田川」の会場で、活動を紹介したパネル展
示や、川の絵の募集などを行いました。
　会場では大勢の子どもたちが、川に関する絵を描いたり、川や水辺に
すむ生き物を折り紙で表現して楽しみ、水辺環境を考えるきっかけとな
りました。　

水辺での楽しい１日
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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　

●図書館講座「おうちでチャレンジおはなし会」

　読書アドバイザーがおはなし会をしながら、おはな
しのテクニックからどんな本を選んだらよいかまで、
家庭で気軽にできるおはなし術を伝授します。
11月9日（日）午後1時30分から３時まで 丸子図書館 研修室

　丸子図書館では、12万冊の本を収容できますが、現在の
蔵書数は、10 万５千冊です。1 年間に購入する本の数は、
3,000冊を超え、毎週 50冊程度が図書館に送られてきます。

●リサイクルブックフェア

11月30日（日） 午前10時から午後3時まで 研修室

　図書館として利用
することができなく
なった本や雑誌をお
譲りします。

本
　新しい本は、本の分類シールやブックカバーが貼られ、帯紙をつけて、購入した年月や
蔵書印が押され、データを登録して「新刊コーナー」に並べられます。
　３ヶ月経ったものは、隣の「準新刊のコーナー」に移され、やがて本来の分類番号の棚
に移されます。

書架へのデビュー

　何年か経ち、技術の進歩や時代の経過により内容が古くなった本や、ファッションなど
流行の本などは新しい本に棚を譲るため、いったん倉庫にある閉架書庫に移されますが、
これらの本は職員に声をかけていただければ借りることもできます。
　また、この間に修理できない本や保管期限を過ぎた雑誌などは登録を抹消し、除籍図書
になります。

第一の関門

　やがて、閉架書庫の本にも見直しの時期が来ると、１冊しかない本や手に入らない貴重
な本、資料的な価値がある本、郷土の本などは、残され、他の本は除籍されます。

第二の関門

２回のリサイクルブックフェアに出しても引き取られなかった本は、
いよいよ廃棄図書となり再生紙となります。

本の最後

　除籍された本は、年１回開催をしているリサイクルブックフェアで第２の人生を送ります。第二の人生

『めくる めぐる 本の世界』
心にいつまでも残るような本との出会いを見つけましょう。

講　師：出版文化産業振興財団（JPIC）読書アドバイザー
　　　　ちいさなおうち書店（松本市） 越高一夫さん
定　員：50名 
受講料：無料

の一生

こしたかかず お

月 火 水 木 金 土日
1
8
15
22
29

2
9
16

3
10
17
24

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

11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

12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

10月

23
30

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。

２０１４ 読書週間がはじまります。 （10月27日～11月9日）

リサイクルブックフェアの様子
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丸 子 公 民 館 だ よ り

問 丸子公民館 社会教育係　電話42-3147／有線24722 問 丸子総合体育館　電話43-2250／有線24611

問 丸子公民館 人権教育係　電話42-6682／有線24802

入場
無料

【ふれあい人権の集い2014】開催

第55回 丸子地域駅伝大会が
開催されます！！

子どもの明日を考える集い

　日本全国や海外を訪れ、ふるさとの情景・そこに暮らす人々の
姿を描き続けている画家・原田泰治が自らの幼少時代から現在に
至るまでの人生を、ふるさと伊那谷を思い、そして今、失われつ
つある大切なものは何かを語ります。

　最近では、インターネットによる過激な人権侵害のほか、大量
の放射線放出に端を発する非科学的な「福島差別」なども新たに
発生している状況となっており、様々な差別事象は後を絶ちませ
ん。私たちは、人権問題に対し正しい知識を持ち偏見や差別の撤
廃に向けた取り組みをしていく必要があります。

選手が走るコース
【第１区】丸子総合グラウンド～【第２区】丸子文化会館～
【第３区】長瀬保育園入口～【第４区】塩川小学校グラウン
ド～【第５区】長野計器ソリューションズセンター裏～
【第６区】熊の森神社横～丸子総合グラウンド

　事前の申し込みは必要ありません。青少年育成に関
心のある方はどなたでも参加できます。
　お誘いあわせの上お越しください。
＊環境保全と地球温暖化防止のため、乗り合わせでの
　来場に御協力をお願いします。

　今年も丸子地域駅伝大会が開催されます。地域の中を
元気に走りますので、皆さんの応援をお願いします。

原田泰治が語る
｢今、失われつつあるもの｣

１２月9日(火)  上田市丸子文化会館 セレスホール

１1月12日(水)  午後７時～
上田市丸子文化会館
小ホール

19：00 第２部／人権講演会
  演題  「一本の道」
　　　　　　　　　　　～今、失われつつあるもの～
  講師　原田泰治（画家・グラフィックデザイナー）
20：30 閉　会

■ 内容／講演

■ 主催／丸子地域教育事務所・上田市丸子公民館

18：00 開　場
18：15 開　会　　　　　　　　　　　　　　
 第１部　人権作品発表
 オープニングセレモニー(手話ダンス)
 人権啓発作品の発表

11月９日（日） 丸子総合グラウンド
午前10時 スタート

 「なぜ、この子は言うことを聞かないのか？
　 － 今日からはじめる行動改善法（家庭編）」

〈講師〉
信州大学教育学部准教授  高橋　史 先生

たか   はし          ふみと
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問 市民生活課  生活安全担当　電話42-1216　有線24491

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

問 上田市公共交通活性化協議会事務局（地域交通政策課内）  電話23-5011

運賃低減バスがさらに充実！
乗って残そう！ 乗って活かそう！ バス路線

　環境や消費などの問題について、各団体による展示発表や
バザーが行われ、丸子地域の小中学生や丸子修学館高等学校
の作品も展示発表します。

　みなさまに御利用いただき、大変好評な「運賃低減バス」が
10月１日からさらに便利に、充実の内容になりました。

　自治センターだより８月 16 日号「年に１度
は特定健診・保健指導を受けて、糖尿病等の生
活習慣病を予防しましょう。（４ページ）」の上
段の表に誤りがありました。正しくは下記のと
おりです。訂正し、お詫びします。

第２８回丸子地域消費生活展が開催されます
テーマ　「限りある資源を有効に」
　　　　　～ 節電・節水　食のムダ ～

○日　時　１１月１５日（土）　午前９時～午後３時
○会　場　丸子文化会館（小ホールほか）

お詫びと訂正

充実
その１

上田駅からの３００円エリアが
青木村まで拡大！ 充実

その2
　　　　 終バス延長

上田駅 21：35（青木方面）
上田駅21：40（丸子方面）

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）
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。

冷蔵庫はものを詰め込みすぎないようにしましょう

●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。

 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
 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
 9日 ふれあい人権のつどい2014
 13日 シリーズ文化講演会

10月

11月

12月

健診受診者 健診未受診者

120,000

100,000

80,000

60,000

40,000

20,000

0
3,653円

3,653円

43,836円

9,412円

112,944円
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