げんき丸子

主催：上田市丸子公民館〕

チーム内の連携や連帯感を高め合い、他のチームとの交流も楽しみながら、一丸となりたすきを繋げました。
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丸子地域・できごと短信（10月～12月）
10月 20日 まるこシルキーフォーラム2015
22日 第34回丸子四季の里総合文化祭（～11/1まで）
28日 第７回丸子地域協議会
31日 第3回鹿教湯温泉
ふれあいノルディック・ウォークフェスタ
11月 1日 丸子地域サッカー大会
8日 第56回丸子地域駅伝大会
腰越諏訪神社御柱祭山出し
10日 子どもの明日を考える集い
23日 あさつゆ収穫感謝祭
25日 第8回丸子地域協議会

10月31日 第３回鹿教湯温泉ふれあいノルディック・ウォークフェスタ
〔場所：西内・平井地域

主催：鹿教湯温泉ふれあいノルディック・ウォークフェスタ実行委員会〕

さわやかな秋晴れのもと、約120人の参加者が4㎞と8㎞の2コースに分かれ、
ウォーキングを楽しみました。

28日 丸子消費生活展
12月 9日 ふれあい人権の集い2015
15日 第9回丸子地域協議会

地域の話題

丸子地域自治センターだより 第48号

チーム一丸となりゴールを目指そう！
11 月 1 日、丸子総合グラウンド、丸子中学校を会場に、第 32
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・女子、中学生
の部に分かれて、総勢 17 チーム 219 人の選手が、サッカーを通
じてチームの絆を深め、
対戦チームとの交流を
楽しみました。
学年の異なる選手が
ひとつのチームとして参加する、ジュニア男子・女子の部では、高学年の選手が低
学年の選手を気づかいながら、チーム一丸となってゴールを目指し、ボールを追い
かけていました。

みの わ とく お

実行委員長の箕輪篤男さんは「今年は丸子地域以外のチームも参加していただき、
サッカーを通じて交流ができていると思います。毎年、楽しみにしている子ども達
のためにも、今後も続けられるよう努力したい」と話しました。

美 味しい ワインに乾 杯！
ンヤードを中心
に、産地ごとに違
う味わいのワイン
を楽しみました。
またワインに合
う創作料理を、平
成 26 年度 NHK きょうの料理クッキングコンテスト準
優勝の「内村っ娘の会」や、農産物の地産地消を積極
的に行っている「えだまめの会」などに提供いただき、
ワインと料理とのコラボレーションも楽しみました。
参加者の一人は「種類が多く、飲んだことのないワ
11 月６日、丸子文化会館において「ワインを楽しむ
会 in まるこ」が開催されました。

インも楽しめて、とても満足しました。料理もワイン
に合い、とても美味しいです」と満面の笑みで話して

この日参加した約 160 人の皆さんは、マリコ・ヴィ

いました。

春の御柱大祭に向けて
11月8日、腰越自治会内の一本木諏訪神社（町組地区）
、岡森諏訪神社（向
井地区）
、深山諏訪神社（深山地区）御柱祭の山出しが行われました。

なわ な

この日はあいにくの空模様でしたが、3つの地区ではそれぞれ朝から、縄綯
ひ

い作業や御神木の伐採、曳き出しが行われ 、大勢の皆さんが参加しました。
来年 4 月には 7 年に一度の本祭が行われますので、ぜひご覧ください。
日程は右記のとおりです。

町組地区

向井地区

●深山諏訪神社

（深山地区）
平成 28 年 4 月 3 日（日）

●岡森諏訪神社

（向井地区）
平成 28 年 4 月 17 日（日）

●一本木諏訪神社（町組地区）
平成 28 年 4 月 24 日（日）
御柱祭にあわせて、御柱の里曳きの後をお練
りの行列が続きます。上田市指定文化財になっ
ています。

深山地区
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地域の話題

最優秀賞を受賞しました

11月21日、サントミューゼで行われた、上田市花と緑のまち
づくりコンクールにおいて、丸子地域の「上平南自治会」
と「依
田保育園」が各部門で最優秀賞を受賞し、表彰を受けました。

団体部門 50㎡未満・プランターの部 最優秀賞

上平南自治会

団体部門

学校の部 最優秀賞

依田保育園
花 壇は 丸子東 部インター線 から入った市道 沿いにありま
す。高低差を考えて植えられた花がしっかりと成長し、幅は狭
いですが、フェンスと花が 一 体となり全体的なバランスが良
く、大変上手にまとまっています。

学校の部

駐車場側に設置された花壇は、一株一株の生育がとても良
く彩りが豊かで、まるでたくさん花束があるような美しさで
す。園児や保護者をはじめ、地域の皆さんからも愛される素
敵な花壇となっています。

収 穫 の 秋 、恵 み に 感 謝！
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、収穫感謝祭が開催されました。
開会式のあとは、りんごやつみれ汁などの販売や、こん
にゃく作りの実演などが行われ、お目当ての商品の購入に訪
れた大勢の買い物客が、収穫の秋を堪能しました。
また長野県精密機器メーカーと信州大学によるロボティッ
クウェアなどの展示・実演もありました。
「着る」ように身
に着けることで、装着者の動きを補助してくれる最新のテク
ノロジーは、将来農作業などへの活用に期待が高まります。

大河ドラマ『真田丸』放送開始に向けて
… 丸子地域の真田氏ゆかりの地を紹介します …

第一次上田合戦

尾野山城と市乃町神社は真田勢の陣

vol.4

天正十三年（1585年）８月３日、上田城を攻め落とせなかった徳川勢は、真田氏の支
城である丸子城に矛先を変え、陣場山付近に陣を構えました。
これに対し、真田昌幸は兵を率いて市乃町砦（狐塚自治会内の市乃町神社）
まで進軍
すると共に、真田勢の陣の一つであった尾野山城の守兵も増強したと伝わっています。
尾野山城は、北に千曲川、東に依田川が めぐる合流 点
に突き出したような山の頂にあり、佐久平から太郎山麓ま
でを一望できるすばらしい眺望の地であることから、戦に
適した山城として、戦略上の重要な地であったと推測され
ます。
真田氏がこの山城を治める前の戦国時代末期は、海野
氏の勢力下にあった尾山氏の代々の居城であったと伝わっ
ています。

◀音楽村から望む尾野山城
市乃町砦（市乃町神社）
▼

現在は尾野山史跡めぐり協議会の皆さまが周辺の遊歩道整備を進めており、史跡めぐ
りの案内マップも作成されています。
問 音楽村 42-3436
市乃町砦（市乃町神社）は、狐塚自治会の皆さまが大切に環境を保全し、初夏の時期にはたくさ
て じろづか
んのほたるが乱舞する狐塚沢「ほたるの里」の南側、手白塚とも呼ばれる広大な平地の北端に位置
しています。
この地は、北・東・西の三方は高い断崖で、北西には依田川をへだてて尾野山城、南東には陣場
山を望む立地から、まさに徳川勢に対陣するのに適した場所と考えられます。

問 産業観光課 商工観光係
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丸子まちづくり会議準備会だより
丸子地域では、新しいまちづくりを行う組織「まちづくり
会議（仮称）」の設立に向け、３月に「丸子まちづくり会議
準備会」を発足し、地域の魅力の掘り起こしや課題解決策、
振興策の研究、組織体系の検討等に取り組んでいます。
準備会が設立を進めている「まちづくり会議」のポイントと、
これまでの準備会の主な活動を紹介します。
ワークショップの様子

丸子地域の新しい
「まちづくり」を
目指して
『まちづくり会議』
とは何ですか？

『まちづくり会議』ができると
どのようなことが期待できますか？
様々な団体や、各方面で活躍されているみなさん
が、広い範囲から参加することで、多様な人材やア
イデアが集結され、ひとつの自治会や団体では解決
できない課題や、実施が困難なイベントに取り組む
ことが可能になります。
また、互いに連携することで、地域住民のみなさ
んの親睦や交流を促進することも期待できます。

現在もそれぞれの地区で自治会をはじめ、大勢の
みなさんにより、まちづくりに関する活動は行なわ
れています。「まちづくり会議」は、現在ある自治会
や各種団体等が地区や活動内容の枠を超え、互いに

どのような人で構成されるのですか？

連携・協力し、地域の課題解決、さらなる発展のた

多様な人材やアイデアを集結させるには、様々な

めの活動に住民のみなさん自らが取り組む、これま

団体や、各方面で活躍されているみなさんに広い範

でにない新しいスタイルの組織です。

囲から参加いただく必要があります。各種団体の役
員等にとらわれず、幅広い年齢層、多方面にわたる
職業のかたがたに参加いただくのが理想的です。

まちづくりはこれまでどおり自治会や
各種団体にお任せすればよいのでは？
少子高齢化、人口減少等社会情勢が変化する中、
世帯数、加入率など自治会の形態も多様化しはじめ
ています。あわせて人間関係の希薄化や高齢化にと
もなう担い手不足により、将来的に自治会や各種団
体等の組織の維持、活動の継続が困難になることが
予想されています。

なぜ今、
『まちづくり会議』
なのですか？
地域の特性を生かした住民のみなさんが主役のま
ちづくりの仕組みは、一朝一夕にできるものではあ
りません。将来を見据え、複数の自治会や各種団体
が連携し、活動をすることを可能にする新たな仕組
みづくりの準備を今からしておく必要があります。

どのような活動をするのですか？
地域の身近な課題の解決や、地域の個性や特性を
生かしたまちづくり活動が主になります。いずれの
事業もまちづくり会議が中心となり、地域のみなさ
んと一緒に、自ら企画・計画し、実施することが想
定されます。

『まちづくり会議』設立後、
市の支援はありますか？
まちづくり会議と行政をつなぐパイプ役を務める
「地域担当職員」を自治センターに配置します。
まちづくり会議の取り組みに対する相談や情報の
提供により運営や活動を支援するほか、市の担当部
署への仲介、調整等を行います。
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先進地視察の実施、意見交換会を開催しました
７月に先進地視察、10 月から 12 月にかけて、各地区の公民館等におい
て自治会連合会や各種団体等、地域のみなさんと、まちづくり会議の設立
について意見交換会を行いました。

依田地区自治会連合会との意見交換会▶

先進地視察から
新しいまちづくりの先進地として、７月に宮城県大崎市、栃木県宇都宮市を視察しました。
先進地のまちづくり会議が取り組んでいる主な事業（活動）を紹介します。
視察先

事業名

事業内容

一人一鉢運動

ミニトマト苗の配布

大崎市

「ねたきりゼロ」運動の集い

高齢者演芸大会
作品展の開催

宇都宮市

子ども支援事業

親子料理教室

健康増進！郷土料理の探求

郷土料理レシピ集の作成等

おでかけちゅんちゅん号

地域内交通の運行

さわやかスポーツクラブ

スポーツクラブの運営

ちゅんちゅんウォーク大会

ウォーキングイベント

目的・期待できる効果
野菜苗の栽培を通じ、
「作る喜び」
「食の安心・安全」
「野菜摂取」の重要性への理解を深める
得意なものの発表の場を設け、高齢者の生きがい
づくりと生き生きと明るく毎日を過ごすことを促
進し、ねたきりゼロを目指す
子どもを大切にし、健やかな心と体を育む環境を
つくるとともに、地域のコミュニケーションを図る
郷土の料理を実際に調理、紹介し普及を図るとと
もに後世に残す
移動手段の確保が特に必要とされるみなさんの日
常生活における足の確保
相互の親睦や健康増進、スポーツ・文化の振興・
普及を図りつつ豊かで活力ある地域社会の確立
健康増進と体力向上を図り、親睦と交流を深める

意見交換会から
意見交換会で出された主な意見等を紹介します。
●
「まちづくり会議」の必要性についてもっと周知が必要
準備会に関すること

●将来のことを考え、中高生などの若い人の意見を聞いたらどうか
●住民全体の意識を高めていく工夫が大切
●将来を考えると、とても大事なこと
●意見が言いやすい体制、組織がよい
●小さな意見もしっかり吸い上げるような組織づくりをお願いしたい

まちづくり会議の組織に関すること

●自治センターの下部組織に見える
●市の業務と住民自治組織の業務の区分けがわからない
●人口減少が進めば「まちづくり会議」の役員人選も大変になるのではないか
●自治会や自治会長、住民の負担が増えるのではないか

その他

地域の個性が輝く、
皆さんが主役のまちづくり
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●丸子は魅力的な良いまちだが、発信力が足りない

丸子まちづくり会議準備会は、
丸子地域のまちづくり会議の設立に向けた準備をしています
事務局：丸子地域自治センター地域振興課 〒386-0492 長野県上田市上丸子 1612 番地
電話 42-3100 ／有線 24510 ／ FAX 43-3666 ／ E-mail mtiiki@city.ueda.nagano.jp

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～

真田丸コーナーをお楽しみください
大河ドラマ「真田丸」の放送も来年１月に迫ってきました。
真田氏を知り、よりドラマを楽しめるよう特設コーナーを設
置しました。丸子図書館所蔵の真田氏関連図書一覧ファイル
もありますので、コーナーに置いていない本も探しやすくなっ
ています。どうぞ御利用ください。

情報コーナー

し、写真を見ながらカンボジアの様子をお聴きしました。
★図書館探検隊に挑戦！
参加者が６グループに分かれ図書館クイズに挑
戦！ヒントを手掛かりに答えを見つけ、難問を見事
に突破し、図書館からの脱出に成功しました！
★ぬいぐるみおとまり会
上田女子短期大学の皆さんの読み聞かせのあと、
お泊りしたぬいぐるみたちは、本を読んだり探検し
たり、図書館で楽しい夜を過ごしました。

●
「図書館まつり」
を開催しました
10月17日
（土）、小さなお子さんをはじめ、大勢の皆
さんにたくさんの企画を楽しんでいただきました。
★おはなし会
ペープサート
「赤ずきん」
（紙人形劇）を菜の花会の
皆さんに披露していただきました。
また、大森美和さん
からは読み聞かせと、国際理解のお話として、在日カ
ンボジア王国大使館のラオヌオンイング氏をお招き

ペープサート「赤ずきん」

図書館探検隊

カンボジアのおはなし

●講演会
「丸子地域の残る真田一族の足跡」

ぬいぐるみおとまり会

●上田市丸子地域小中高生
〔図書館を使った調べる学習コンクール〕
表彰式

11月15日（日）、上田
市教育委員会の和根崎
剛氏を講師に、丸子史
料研究会との共催で講
演会を開催しました。
生田の竜顔寺や西内
の御屋敷、第二次上田合戦での丸子城について、真
田との密接な関係があったお話しをお聴きしました。

10月10日（土）、丸子図書
館研修室において表彰式が
行われました。
しょう
丸子中央小５年小林頌さん、
塩川小３年小松美穂さん、丸子
せ り か
北小５年滝澤翼さん、丸子北中２年児玉聖璃花さんが表彰され、
この
中から小松さん、児玉さんは全国コンクールに推薦されました。

お知らせコーナー これからのイベント予定
●クリスマスおはなし会

●特別整理期間のための休館

「エプロン・ママ」の皆さんに
よる、楽しいおはなし会です。
日時／12月19日（土）午前10時30分～
場所／丸子図書館 研修室

図書館カレンダー
日

月

6
13
20
27

7
14
21
28

火

12 月

1
8
15
22
29

水

2
9
16
23
30

2月23日（火）から28日（日）
まで、年に１回、図書館の全ての蔵書の確認をし
て、データを整理する作業を行います。御不便をおかけしますが、御理解と御協
力をお願いします。
なお、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。

赤い日が休館日（毎週月曜日、振替休日、月末整理日）です。
平成28年

木

3
10
17
24
31

金

4
11
18
25

土

5
12
19
26

日

月

火

水

１月

3 4 5 6
10 11 12 13
17 18 19 20
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ふるさとの魅力・再発見！

民

館

だ

よ

り

参加者募集！

「 真田一族研究」

地域の歴史、真田氏の歴史を学びます。現地見学
がありますので歩きやすい服装、飲料水等をお持ち
になってご参加ください。

●日時／平成28年１月29日（金）午前９時から12時30分
●集合場所／丸子公園下駐車場９時（市のバスを利用）
●見学場所／上田城跡公園・上田市立博物館・大河ドラマ館
●講師／寺島隆史さん（元上田市立博物館長）
●受講料／100円 ※見学施設入館料を別途当日徴収します。

子どもの明日を考える集い

～丸子地域での学校と地域の
つながりを考える～

●定員／30人（定員になり次第締め切ります。）
●申し込み方法／電話か丸子有線、FAXで丸子公民館へ
●受付／12月24日（木）午前９時から受付します。
●持ち物／受講料、飲料水等

11月10日、丸子文化会館小ホールで開催さ

わたしたちのねがい
思いやりのある人に
なってほしい

れ、80人を超える方が集まりました。市生涯学
習課社会教育指導員の伴美佐子氏をお迎え
し、現代の子どもたちを取り巻く環境や問題
について考えました。また、家庭、地域、学校の

代表の方から子どもたちを見守る中で感じていることや活動してい
ることなどを発表していただきました。
「丸子地域の子どもたちにど
んな大人になってほしいか」を考えるグループワークでは、
「自然に親
しむ大人」、
「親孝行のできる大人」、
「丸子を好きな大人」、
「ユーモアの
ある大人」、
「思いやりのある大人」、
「前向きな大人」、
「地域貢献ができ
る大人」、
「とにかく元気な大人」と８つの意見が出されました。その中
で一番会場内の支持を得たのは、
「思いやりのある大人」でした。今後、
丸子地域では「思いやりのある人になってほしい」をテーマに青少年
育成事業を進めていきます。
問 丸子地域教育事務所・丸子公民館 社会教育係

丸子地域駅伝大会が
開催されました

第５６回

11月８日、毎年恒例の丸子地域駅伝大会が、丸子総
合グラウンドを主会場に開催されました。
小雨の降る中での開催となりましたが、地域や企業

元旦からさわやかな
汗をかきましょう！
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。

など17チームの選手が丸子地域を駆けぬける６区間、

●日にち／平成28年１月１日

全長20.5㎞のコースでたすきをつなぎ熱い走りでレー

●集合場所／★丸子会場/丸子総合体育館玄関前

スを盛り上げました。

★丸子北会場/丸子北小学校グラウンド

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。

●受付時間／午前10時～10時15分
●スタート／午前10時30分

総合優勝は16年ぶり２回目の上
丸子チーム、準優勝は腰越JSC選抜

事前の参加申し込みの必要はありません。
当日、ご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ご遠慮ください。）

チームでした。
問 丸子総合体育館
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電話42-3147／有線24722

電話43-2250／有線24611

お知らせ

丸子地域自治センターだより 第48号

「あなたのひと手間」でごみは減らせます
資源物回収所の「雑がみ回収ネット」を利用しましょう
今まで捨ててしまっていたもので、リサイクルできるものはありませんか？
たとえばこんなものや…

丸子地域独自の
「雑がみ回収ネット」

ビーフカレ
ー
お菓子や食品の箱

分別して
回収すれば…

小さくて束ねづらいものも、
燃やせるものとして出さず

分別すれば「雑がみ」
として資源物になります

こんなものも…

資源として
再利用できます

トイレットペーパーの芯

●詳細は「ごみの出し方パンフレット」または市ホーム
ページを御覧ください。パンフレットは市民サービス課でも配布しています。
●資源物回収日は「資源物回収年間カレンダー」を御覧ください。

丸子地域ごみの出し方
カレンダーの配布について
平成28年

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
サービス課環境担当（４番窓口）で常時配布していますので
御利用ください。
問 市民サービス課 環境担当

電話42-1054／有線24490

年末年始のごみ収集について
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
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、

期

日

ごみ収集

クリーンセンター受け入れ

12月28日（月）

通常どおり収集

受け入れします

12月29日（火）

通常どおり収集

受け入れします

休み

休み

12月30日（水）～

御協力をお願いします。
●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

平成28年1月3日（日）
1月4日（月）以降

通常どおり

問 丸子クリーンセンター 電話43-2131／有線24811
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地域自治センターだより 第48号

除雪作業に御協力ください
市では、上田市除雪対応マニュア

1 生活道路・歩道、自宅前の除雪をお願いします
生活道路などの除雪は、市民・事業者の皆さんの御協力をお願いします。

ルに基づき、冬期間の安全な道路交
通を確保するため、効率的な除雪に
努めています。

～自助・共助・公助そして
「ご近所」、
道路の除雪は市民と行政の協働で！～

作業により、戸口や車庫前に寄せられた雪の処理に御協力ください。
2 路上駐車や荷物の放置はやめましょう

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

作業に支障を来たし、事故につながる恐れがあり大変危険です。
3 道路・水路に雪を出さない

凍結防止剤の散布を行います。大雪
に備え、特に次のような点につい

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。
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。御理解ください。

て、市民の皆さんの一層の御理解と
御協力をお願いします。

★なお、上田市除雪対応マニュアルは、市ホームページにて御確認いただけます。

問 建設課 管理係

電話42-1032／有線24552

上田市合併10周年記念事業 ニューイヤー特別コンサート

シューベルト歌曲集「冬の旅」 ～松本隆現代語訳の

世界へようこそ～

●日時／平成 28 年

1 月 5 日（水）午後 4 時開演（3 時 30 分開場）

●会場／丸子文化会館セレスホール

●料金／全席指定 3,000 円（税込）
松田聖子・寺尾聡を始め、数々のヒット曲を放ってきた作詞家・松
本隆さんが「無数に存在する歌の中でもひときわ高い峰に位置する」
と敬して止まない、シューベルト歌曲集「冬の旅」のCDは、松本さん
がセレスホールのピアノ
「ベーゼンドルファー」の音色に感銘し当ホー
ほか
化会館
中！
丸子文
で発売
ド
イ
ガ
プレイ

ルで録音しました。当日はテノール歌手・鈴木 准さんが銘器の伴奏で
歌い上げる珠玉のクラシックコンサート。松本さん、女優の若村麻由
美さんのトークも加わり、新春にふさわしく華やかにお届けします。

問 丸子文化会館

電話42-0001／有線24701
住所／上丸子950番地

丸子ファーストビル
テナント入店者 募集しています
地域づくりに関する
提案をお寄せください。

●１階（1-3）面積60.72平方メートル
●１階（1-4）面積45.76平方メートル
●２階（2-2）面積48.44平方メートル

家賃/月65,900円
家賃/月49,700円
家賃/月46,400円

問 地域振興課 庶務担当係 電話42-1043／有線24903

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。

丸子地域行事イベント予定（12月～2月）
12月 19日 クリスマス・スペシャル
【kodamaサロン】（音楽村）
23日 クリスマスキッズコンサート（音楽村）

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/mtiiki/index.html

25日 鹿教湯温泉氷灯ろう夢祈願（～1/31まで）
2016年

１月 1日 第42回元旦マラソン
3日 ニューイヤーコンサート（音楽村）
5日 シューベルト歌曲集「冬の旅」
（丸子文化会館）
9日 丸子少年少女柔剣道教室鏡開き

河川環境の保全活動に
積極的に参加しましょう。
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●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。

10日 成人式（丸子会場／丸子文化会館）
24日 新春寄席（音楽村）
27日 第10回丸子地域協議会

丸子地域協議会だより
● 10 月 28 日（第 7 回会議）

市民協働によるまちづくり

地域協議会の活動

● 11 月 25 日（第 8 回会議）

下記について協議をしました。
1 「新市建設計画の変更につい
て」答申書の検討について
〔同日、答申済〕
2 「丸子地域における子育て支
援環境の整備充実についての
提言」
について
3 「文化財補助金の増額にかか
る提言」
について
このほか下記の報告がありました。
1 丸子まちづくり会議準備会からの報告について
2 分科会及び研究会での検討状況について

新市建設計画の変更について、市から諮問があ
り協議が始まりました。
また下記について協議をしました。
1 意見書「丸子地域循環バス『まりんこ号』の運
行ルートの見直しについての提言」
2 市民活動団体交流会の実施について及び担当委
員の選出について
3 文化財補助金の増額要望の可否について
このほか下記についての報告がありました。
1 丸子まちづくり会議準備会からの報告について
2 分科会及び研究会での検討状況について

答申書を渡す斎藤会長

「丸子地域の子育て支援に関する分科会」が丸子消費生活展で展示を行いました
11月28日、丸子文化会館で行われた消費生活展において、丸子
の子育て支援環境の把握のためにこれまで行ってきた視察や意
見交換会の様子、
アンケート調査の結果などを展示しました。
アンケートでは、子育て支援施
設に対する要望を、多くの子育て
真っ最中の皆さんからいただき
ました。
今後も、子育て支援分科会で
は多くの声を市政へつなぎ、反
映されるよう協議していきます。

まりんこ号で行ってみよう！
公共交通に関する分科会から、まりんこ号に乗って楽しめる丸子の
魅力を御紹介します。
今回は両コースから 1 か所御案内します。

下村亀三郎君頌徳碑

口は急増し、商業が盛んに

◆まりんこ号バス停「自治センター」から徒歩約5分 丸子公園内

子村は丸子町となり、初代

丸子地域の郷土の先覚者、下村亀三郎氏を御存知でしょうか。
かつて、製糸の町として栄え、遠く海外にまで「シルクの町

丸子」

として知られた郷土が、純農村からどのように発展を遂げることがで
きたのでしょうか。

運行日 ●西コース：火・木・土曜日
●東コース：月・水・金曜日
※日曜・祝祭日及び12/31～1/3は運休
運 賃 1回 200円
※高校生以下、障がい者手帳所持者は100円
ただし、小学生以下は無料

なりました。大正元年、丸
町長に就任。町の前途が一
層明るくなりました。
しかし翌年風邪をこじら
せて体調が悪化し、享年 47

慶応 3 年、上丸子村三反田に生まれた氏は、早くから学問に興味を

歳の若さで逝去しました。

持ち、家の方々も熱心であったため、明治 18 年、慶應義塾（現在の

郷土のために一生を捧げた

慶應義塾大学）に入学しました。ここで塾長の福沢諭吉の言葉に影響

人生でした。

を受け、上丸子村に帰郷し起業を模索しました。家内工業から機械製

下村亀三郎氏の頌徳碑が丸子公園内にあります。まりんこ号バス停

法への変遷に乗り製糸工業を始め、「組合器械製糸結社依田社」を起

「自治センター」から徒歩 5 分です。時には訪れ、郷土の先覚者を偲

こし、経営するための資金や燃料、原料を調達するため銀行や倉庫、
通信や運輸機関の招致を熱心に進めました。
また、氏は明治 44 年丸子村長に選出。製糸工業の発展とともに人

んでみてはいかがでしょうか。
また丸子公園内には、市の文化財の「依水館」や「安良居神社」な
どもありますので、併せて御覧ください。

地域協議会で話し合われた詳細な内容は、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/mtiiki/shise/chiikizukuri/kyogikai/maruko/index.html

問 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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