
地域づくり
 ６月 20日 音楽村ラベンダー祭り（～7/20まで）

  27日 いきいきフェスティバル2015

   依田窪プール開き

  30日 第３回丸子地域協議会

７月６・７日  第３回抱っこdeライブ

  11日 霊泉寺温泉クリーンフェスタ

  18日 依田窪プール祭り

  21日 生田トンネル開通式

  26日 第44回丸子少年野球大会閉幕式

   上田市・ブルームフィールド市郡

   2015年（第７次）中学生派遣交流壮行会

  28日 第４回丸子地域協議会

 ８月 1日 第38回丸子ドドンコ

   東京丸子会郷土訪問

  2日 ブルームフィールド市郡中学生派遣（～11日）

   第20回信州爆水RUN in 依田川

丸子地域・できごと短信（６月～８月）

げんき丸子

丸
子
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1 ……できごと短信　
2～3…地域の話題
4 ……お知らせ
5 ……図書館だより

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

７月21日  生田トンネル開通式  〔場所：丸子側トンネル坑口　主催：上田市〕
上田地域と丸子地域を結ぶ、市道丸子小牧線の生田トンネルが開通しました。
開通式では、テープカットやくす玉の開披が行われたほか、信州丸子太鼓「鼓城」、
依田保育園の園児の皆さんがアトラクションを行い、式典に華を添えました。

７月26日  上田市・ブルームフィールド市郡2015年（第７次） 中学生派遣交流壮行会
  〔場所：丸子文化会館小ホール　主催：上田市・上田市教育委員会〕

８月２日～11日までの訪問を前に、壮行会が開催されました。参加する中学生12名は、ホストファミリー
に披露するパフォーマンスの発表や決意表明を述べ、訪米を心待ちにしている様子でした。

6 ……公民館だより
7 ……お知らせ・水辺だより
8 ……地域協議会だより

丸子側トンネル坑口
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　８月１日、
38回を迎え

た伝統の夏ま
つり「丸子ド

ドンコ」が開
催されました

。

　みこしの部
では大人２基

、子ども16基
が参加し、威

勢の良い掛け
声が響いてい

ました。

　おどりの部
では、31連約

3,000人が参
加。花火の合

図で始まり「
丸子ドドンコ

」を軽快に踊
りました。

　山車の装飾
などを審査す

る「デコレー
ションコンテ

スト」では中
丸子連、

下長瀬、狐塚
自治会連、荻

窪連、下和子
連が受賞しま

した。

また踊りの美
しさや活気、

衣装の工夫な
どを審査する

「おどりコン
テスト」では

茂沢連、石井
自治会、海戸

連、沢田自治
会、八日町自

治会連、

丸子中央病院
、岸医院、和

子、三反田お
どり連が

受賞しました
。

第３8回 丸子ドドンコ

上丸子海  戸

腰  越
辰ノ口

下丸子

下長瀬

岸医院

中丸子

下和子 茂  沢
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鉄人コース「りんどう橋」付近

ハイタッチで健闘を称え合うファミリー・グループコース「内村橋」付近鉄人コース「依田川橋」付近

力強い選手宣誓をする藤巻さん

鉄人コース「馬坂橋」付近 ファミリー・グループコース「もうすぐゴール！」

ファミリー・グループコース　「かんばりまーす！」

ファミリー・グループコース「道金坂橋」　　　　　　　　　
折り返し付近

ずくだしてGOコース「りんどう橋」付近

丸子産ワイン用ブドウのお二人

　８月２日、20回目となる「信州爆水RUN in 依田川」が爆走、珍走、笑走の

中開催されました。

　節目となる今年は、歴代優勝
の皆さんを御招待。自慢の健脚を披露して

いただきました。

　最多優勝
者で、第１回目

の優勝者でもある藤巻輝之
さんが、開会式にお

いて力強い選手宣誓を行い、会場からは大きな拍手が起こりました。

　暑い夏の一日、1,300人を超える出場者が、「鉄人コース」「ずくだして

GOコース」「ファミリー・グループコース」の3つのコースで

依田川・内村川の魅力を身体全体で楽しみました。

ふじまきてる
ゆき

地域の話題

 第20回

 信州爆水RUN in 依田川
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大屋側から見た猫ノ瀬（大石橋から依田川合流点付近）

塩川地区陣場台地

問 都市計画課　電話23-5127　・　建設課　電話42-1032／有線24552

問 産業観光課  商工観光係　電話42-1048／有線24524

〈応募期限〉平成28年1月31日（日）まで（郵送は、当日消印有効）
〈応募内容〉上田市内の誰でも訪れてみることができる景観

●山並みや河川、田園風景などの自然景観　●まちなみの景観　●眺望景観　●市街地や交通施設など
の都市景観　●古くからの歴史が感じられる景観　●祭りや行事、花や緑など、暮らしや文化が感じら
れる景観 など

〈応募資格〉どなたでも、何点でも（応募用紙１枚につき、１点を応募してください）
〈応募方法〉  下記窓口、上田市ホームページ「景観・花と緑」にある所定の応募用紙に必要事項を記入し、景観を撮影した

写真を貼付の上、郵送〔〒386-8601（住所不要）都市計画課宛〕、メール（tosikei@city.ueda.nagano.jp）、
または直接下記窓口へ持参してください（応募者本人が撮影した、未発表の横版の写真に限ります。メー
ルの場合は、写真データを添付してください）。

〈選　　考〉上田市景観審議会で選考後、平成28年度中に広報うえだ、市ホームページなどで公表します。
〈詳　　細〉応募用紙、市ホームページ、広報うえだ１月１日号及び８月１日号をご覧ください。
〈窓　　口〉都市計画課、丸子建設課

大河ドラマ  『真田丸』  放送開始に向けて

信州上田の景観100選  ●●●●
―大好きな丸子の景観・伝えたい景観―

　上田らしい景観を大切に守り、育むきっかけとなるよ
う、地域の四季を通じたすばらしい景観を募集し、「信
州上田の景観 100 選」として選定します。大好きな丸子
の景観を、写真で
お寄せください！

　戦国時代の終わり頃、徳川家康は対立していた北条氏直と和睦し、その条件として徳川方の領地である上州沼田
を治めていた真田昌幸に、この領地を北条氏直へ引き渡すよう指示したが昌幸はこれを拒否。怒った家康は上田城
への攻撃を決意し、天正13年（1585年）８月２日に約７千の兵を現在の東御市八重原地区へ集結させ、丸子地域
の長瀬地区を経て千曲川の猫ノ瀬で大屋側へ渡り、上田城方面へ押し寄せたと伝わっています。

　真田軍は昌幸の子である信幸と信繁（幸村）が神川
の陣でこれを迎え討ち、おとりを使いながら誘い込む
形で徳川軍を上田城へおびき寄せました。
　城下での戦では昌幸も加わり、やぐら上からの弓や
鉄砲のほか、工夫した柵や火掛けなど巧みな戦術を駆
使し、徳川軍に大打撃を与えて退却させました。
　
　千曲川の猫ノ瀬は、現在の大石橋から依田川合流点ま
での間の比較的浅い瀬になっている場所で、夏の週末に
は、大勢のアユ釣り客で賑わいます。
　７千人という徳川の大軍が、この猫ノ瀬を渡る姿…。
　真田軍はどこから見ていたのでしょう。

お知らせ

第一次上田合戦  徳川軍が渡った千曲川の猫ノ瀬
～ 今も変わらぬ千曲川の流れに戦国の歴史を思い浮かべてみませんか ～

… 真田氏ゆかりの地を紹介します … vol.2

募 集 中 ！

千曲川

大石橋
依田川



図書館だより

問 丸子図書館　電話42-2414／有線24602
5

～知りたい、学びたい、楽しみたいを応援します～

●７月30日「図書館を使った調べる学習まとめ方講座」を開催

●図書館を使って調べてみよう！

●戦後70年 特別コーナーの紹介
　今年は戦後70年の節目です。館内では、郷
土コーナーにて太平洋戦争関連の本を、特設
コーナーにて郷土資料・戦争体験・手記・小説
など、さまざまな資料を展示しています。
　また展示ケースでは当時、出征された御
家族の所持品など、貴重な資料を上田市在
住の方からお借りし、８月いっぱいまで御覧いただけます。

　今、学校教育では、さまざまな教科で「図書館を活用した授業」「図書館メディ
アの活用」が実践されるようになり、生涯をとおして学ぶ力を育てています。

　「図書館振興財団」では、この「調べる学習」
を通じて、子どもも大人も図書館の持つ力（蔵書、
検索システム、レファレンスなどの調べる機能）
を活用して、体験や創作と結びつけた実践的研究
に取り組んでほしいと願っています。
　今年、丸子地域のいくつかの学校の児童・生徒が地域の歴史を知ることをテー
マに図書館を使った「調べる学習」に挑戦しています。７月９日は丸子北中学校
の生徒が、図書館で調べ学習を行いました。

お知らせコーナー
これからのイベント予定

●図書館まつり
開催日／10月17日（土）
　おはなし会のほか
図書館探検やクイズ、ぬいぐるみ
お泊り会も予定してます。時間な
ど詳しい内容は広報うえだ10月１
日号に掲載します。

情報コーナー　

　群馬県の高校で長年学校司書を勤め
る太田克子さんを講師に「空」をテー
マに講座を開催しました。
　調べてみたいことを想像いっぱいに
広げ、互いに質問したり本で調べたり、
先生にアドバイスしていただきながら
まとめ方を学び、楽しく参加しました。

　長野県は県土の約８割が森林を占める全国有数の森林県です。
　図書館でも山に関わるいろいろな本を紹介させていただ
きました。これからも引き続きこの豊かな山の恵みを守り、
学び、親しんでいきましょう。

月 火 水 木 金 土日
1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

3
10
17
24

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

9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
月 火 水 木 金 土日

1
8
15
22
29

2
9
16

3
10
17

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

8月

23
30
24
31

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。

「信州山の日」▶7月第４日曜日（平成26年度制定）
「信州山の月間」▶7月15日～8月14日

よし   こ
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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

　7月14日、ふれあいステーションで平成27
年度第１回青少年ネットワーク会議が開催さ
れました。丸子修学館高校、丸子中、丸子北中、
西内小、中央小、北小、塩川小から約50人の生
徒、児童が選出され、４回にわたってよりよい
学校や地域づくりを考えていきます。
　第１回目は高校生から小学生までが初めて
顔を合わせたため、緊張をほぐすゲームや、グ
ループに分かれてのミニ運動会で汗を流しま
した。「今日はどんな話し合いをするんだろ
う」と不安な顔で会場に入ってきた小学生も、
ゲームを通じた自己紹介や、互いに協力し合
いながら体を動かすことで仲良くなり、元気
いっぱいの表情になりました。

　青少年ネットワーク会議では、毎年「Ａ」あいさつ運動、
「Ｂ」ボランティア活動、「Ｃ」クリーン作戦という「ＡＢＣ
活動」を実施しています。今年はネットワーク会議がはじ
まって12年目となり、もう一度原点に戻ってネットワー
クの活動を見直してみることから始めました。今回集
まった生徒、児童のみなさんも、先輩たちが進めてきた活
動を引き継ぎ、自分たちの想いを加えて活動を実行して
いくことに意欲がわいた様子でした。

青少年ネットワーク会議で「広げよう未来へこころの架け橋」

第56回 丸子地域駅伝大会が開催されます！
11月8日（日）
午前10時スタート
11月8日（日）
午前10時スタート

●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～丸子総合グラウンド
●参加資格 丸子地域に在住、在勤、在学する小学生以上の者
　　　　　  ※上記以外の特別枠は、補欠を含め各チーム２人まで認める。

※雨天決行

●申込方法
　総合体育館に用意してある申込用紙に必要
　事項を記入のうえ、窓口へ提出。
●申込期限
　【チーム登録】9月10日(木)～10月8日(木)
　【選手登録】9月10日(木)～10月22日(木)
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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（1-3）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

問 市民サービス課  環境担当　電話42-1054／有線24490

水辺キラキラ☆川の恵みに感謝

　当委員会では、河川環境保全活動の一環として、在来植物の保護や
生態系維持を目的に、アレチウリ駆除作業を６月20日（体育協会主催）
及び７月11日（ボランティア団体連絡協議会主催）に行いました。
　両日とも200㎏を超える駆除量となりました。アレチウリは繁殖力
が強いため、継続した取り組みを行います。

　オオキンケイギクは、北アメリカ原産の帰化植物で、上田市でも6月以降、コ
スモスに似た黄色い花を咲かせます。
　元来は栽培目的で輸入されましたが、その一部が野生化し、道ばたや土手など
で見かけるようになりました。また、一時は栽培が可能であったことから、いま
だに個人の庭や敷地などで花を咲かせている状況も見受けられます。
　2006年2月、外来生物法により「特定外来生物」に指定されたため、現在は栽
培が禁止されています。
　オオキンケイギクの栽培･販売･譲渡等を行なった場合は、個人でも懲役３年以下
もしくは 300万円以下の罰金に科せられることがあります。

　種をつける前に、根ごと抜き取るのが一番効果的です。（種がついてしまったら、種の部分だけを切り
取り、燃やせるごみ（青い袋）としてお出しください。）
　繁殖力が強いため、抜いたものは1週間くらい天日にさらし、枯死（乾燥）させることが重要です。また、
翌年も同じ場所で生育する可能性がありますので、継続しての取り組みをお願いします。

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）
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。

ごみはきちんと分別し、
　　　　排出時のルールを守りましょう。

●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 第53回丸子夏期大学
  26日 第5回丸子地域協議会
  第53回丸子夏期大学
 30日 第53回丸子夏期大学
 3日 第53回丸子夏期大学
 11日 第53回丸子夏期大学
 13日 第48回早起き野球大会閉幕式
  第36回丸子ソフトボール大会閉幕式
 18日 男女共同参画事業映画会
  「風に立つライオン」
 24日 第6回丸子地域協議会
 27日 第20回シルバースポーツ大会
10日～11日  げんきまるこ産業フェスタ
 12日 第36回丸子体育祭
　　　　 　
　　　　　
　

８月

９月

10月

アレチウリ駆除作業を行いました

丸子 平成27年/2015. 8.16発行

地域自治センターだより  第46号

「オオキンケイギク」の栽培は禁止されています！

駆除
の
方法

（特定外来生物）
ご自宅の庭に

生えていませんか？

6/20体育協会との駆除の様子
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丸子地域協議会だより  市民協働によるまちづくり

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

地域協議会の活動
● 6月 30日（第 3回会議）
　下記について報告がありました。
1 市道丸子小牧線「生田トンネル」の開通日等について 
2 移動市長室（７月７日）の丸子地域における実施について
3 丸子まちづくり会議準備会からの報告について 
4 分科会及び研究会での検討状況について

● 7月 28日（第 4回会議）
　平成27年度わがまち魅力アップ応援事業（第２回募集
分）の選考審査を行いました。
　また、下記について協議しました。
1 公の施設の利用について
2 丸子統合園建設について
3 上田市鹿教湯温泉国民宿舎鹿月荘及び上田市鹿教湯温泉
　健康センター（クアハウスかけゆ）の今後のあり方について
　このほか下記の報告がありました。
1 平成27年度上田市防災訓練実施概要について
2 丸子まちづくり会議準備会からの報告について
3 分科会及び研究会での検討状況について

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

第3回丸子地域協議会

審議の様子

　建立年月は不祥ですが、本尊は木造の十一面観
音立像で、龍尾山龍泉寺の別当所です。観音堂は
何回も再建・修理が行われて今日に至っています。
　この千手観音像は昭和47年、当時の丸子町指定
文化財第9号に指定されました。伝承によると落
雷防災の神であるとされています。

 　祭日は春と夏、春は草餅観音祭といわれ、夏祭りには龍泉寺住職による
護摩供養が行われ、露店も店開きし、リンゴ市として参拝者が後を絶たない
ほど盛大でした。　（出典：丸子町民俗行事集ほか）
　現在は毎年夏に1回、尾野山自治会の小りんご祭りの際に御開帳され、本
年は8月10日に開催されました。通常は予約にて見学が可能です。（詳しくは、
尾野山自治会に御確認ください。）

　のどかな尾野山地区には、ほかにもいくつかの史跡やお堂な
どが散在しています。尾野山史跡めぐり協議会により遊歩道の
整備も進み、天気の良い日にゆっくりと散策するのがお薦めで
す。また、徒歩で行かれる範囲には信州国際音楽村もあり、３
軒のお食事処やバラ園などもあります。１日をかけて、のんび
りと散策を楽しみたいエリアです。

　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。
　今回は西コース（火・木・土運行）から１か所御案内します。

尾野山  千手観音堂
◆まりんこ号バス停「尾野山」から
　徒歩10分程度

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

まりんこ号で行ってみよう！

平成27年度 わがまち魅力アップ応援事業（第２回募集分）採択事業

1

2

団体名 事業名

まるこベルシティまつり実行委員会 まるこベルシティまつり

信州国際音楽村公園  バラの会 信州国際音楽村公園 花壇整備事業

　花と緑を通じ、市民が憩い、交流し、学習できる花壇の整備をする。
　他団体と協力し「ばらまつり」等のイベントを開催し、多くの市
民や観光客を誘致し親睦の輪を広める。

　旧カネボウ跡地において、自治会・商工団体・市民グループ・医
療・公共機関等が一体となり祭りを創りあげ、交流を促進し、ま
ちづくりに向けた協働の機運を高める。

下の池

R186県道上田塩川線須川湖

飯沼 信州国際
音楽村

千手観音堂
★

バス停
「尾野山」

二柱神社

薬師堂●

龍泉寺●
尾野山公民館●


