げんき丸子

調理師の皆さんから、調理方法やポイント、
プロならではの工夫などを学ぶ講習会や試食会が行われました。
この研究会では地域の発展のため、信州のこだわり食材を使った魅力ある料理を研究・開発しています。
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地域づくり

1 ……お知らせ・できごと短信
2～3…お知らせ

6 ……公民館だより

4 ……地域の話題

7 ……水辺だより ほか

5 ……図書館だより

8 ……地域協議会だより

いきいきフェスティバル2015を開催します

丸子地域・できごと短信（４月～６月）
４月 4日 国際交流講演会
「親子で聴こう
将来世界で活躍できる自分づくり」
6日 小・中学校入学式
14日 丸子橋こいのぼり
（～5/6まで）
18日 ハーモニー文化祭（音楽村）
18日 少年少女柔剣道教室開校式
19日 安良居神社春祭り
28日 第1回丸子地域協議会
５月 3日 第44回丸子少年野球大会開幕式
10日 第48回丸子早起野球大会開幕式

日時 ６月26日
（金）午前９時から午後５時
（シルバー作品展のみ）

27日
（土）午前８時45分から11時30分

「シルバー作品展」や「福祉団
体・施設の活動発表」、
「いきい
き健康コーナー」などたくさん
の催しがあります。大勢の皆様
の御来場をお待ちしています。

場所 丸子文化会館

10日 第36回丸子ソフトボール大会開幕式
10日 5月オペラ「カルメン」
（音楽村）
24日 国際交流フェスティバル2015inMaruko
28日 まるこ春秋学園開講式
30日 ONGAKUMURA
ルネッサンスウィーク
（～6/7まで）
６月 14日 第29回木曽義仲挙兵弓道大会
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丸子地域自治センターの組織が変わりました
現在の上田市が抱える課題に迅速に対応するとともに、市民の皆さんが利用しやすい
サービス提供体制を目指し、平成27年度組織改正が行われました。自治センターの担当
課名、担当業務についてお知らせします。（赤字が改正部分）

丸子地域自治センター
３階

地域振興課

主な業務内容

有線

地域政策の企画立案、地域協議会、広報、循環バス

42-1011

24510

入札・契約、庁舎管理、財産管理

42-1043

24903

自主防災、選挙、財産区

42-1210

24872

農林振興係

農業・林業・水産業及び畜産業の振興、農業委員会

42-1037

24581

商工観光係

商工業の振興

42-1047

24541

観光振興

42-1048

24524

管理係

道路・橋梁及び河川の管理、花づくり

42-1032

24552

土木係

道路・橋梁及び河川の建設、維持及び修理

42-1031

24561

農業用施設の維持、修繕、更新

42-3286

24582

42-1052

24501

国民健康保険、後期高齢者医療、国民年金

42-1053

24493

防犯及び交通安全、交通災害共済、霊園、飼犬登録

42-1216

24491

環境保全、公害、不法投棄、
ごみ減量化及び再資源化

42-1054

24490

丸子地域市営住宅管理

42-3287

24511

市税の納付、税証明書の発行、原付・農耕車等の登録

42-1030

24522

障がい者福祉、福祉医療、生活保護

42-1118

24474

児童及び母子福祉、子育て支援、子育てサロン

42-1039

24492

高齢者福祉、介護保険

42-0092

24583

上下水道料金、受益者負
（分）
担金、水洗化促進

42-1025

24273

上下水道管路の建設改良、維持管理

42-3294

24463

電話番号

有線

42-1117

24544

電話番号

有線

地域政策担当
庶務担当

産業観光課
２階

電話番号

建設課

土地改良係
市民サービス課

市民サービス担当 戸籍、住民票、印鑑証明、マイナンバーカード、男女共同参画

１階
福祉部高齢者介護課

高齢者支援担当

丸子・武石上下水道課

業務係
上下水道係

丸子ふれあいステーション

主な業務内容

丸子地域教育事務所

主な業務内容

健康こども未来部
健康推進課

丸子公民館

地域健康支援担当 健康づくり、母子保健、成人保健、精神保健

社会教育係

生涯学習の推進、青少年育成、分館支援、文化財保護

42-3147

24722

人権教育係

人権同和教育、人権啓発の推進

42-6682

24802

生涯スポーツの推進、体育施設の管理

43-2250

24611

自主文化事業の企画・運営、文化会館の管理

42-0001

24701

丸子総合体育館

スポーツ推進係

丸子文化会館

丸子文化会館

電話番号

有線

丸子学校給食センター

42-2892

24601

丸子図書館

42-2414

24602

郷土博物館

42-2158

28336

丸子消防署

42-0119

24951

丸子解放センター

42-6694

24616

皆さん、こんにちは。
この４月、センター長に就任しました谷仲英彦

谷仲英彦
センター長

です。８年半ぶりに丸子に帰ってきました。
さて、早いもので新生上田市が誕生してから来
年で10周年を迎えます。地域の皆さんと一緒に住
み慣れた丸子地域で、元気に暮らし続けていくこ
とができる「未来のまちづくり」を目指していき
ますので、どうぞよろしくお願いします。
2

お知らせ

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 …

vol.1

いよいよ来年１月から真田丸の放送が始まります。丸子地域にも、真田氏ゆかりの地があるのを御存知ですか？
今回から丸子地域の「真田氏ゆかりの地」を順に御紹介しますので、実際にその場所を訪れていただくなど、歴
史ロマンを身近に感じてみてはいかがですか？

第一次上田合戦

1585年（天正13年）の「第１次上田合戦」は、徳川勢
７千の大軍を真田勢が２千の兵ながら、神川地区など

中丸子
（箱山城）
から望む丸子城

真田昌幸vs 徳川家康

において地の利を生かした術策を駆使して徳川軍の退
陣を余儀なくさせ、真田氏と上田の名を一気に天下に
知らしめた戦です。

丸子公園二の郭やぐら
（展望台）
からの眺望

第１次上田合戦に敗れて退去する徳川軍は、真田氏の
支城で、丸子三右衛門の居城だった丸子城（現在の丸子公園付
おもて
近）
に攻め入り、激戦が繰り広げられたこの戦は「丸子表の戦
い」
と言われています。
しかし、最終的に徳川軍は丸子城を攻め落
とすことができず、全軍が撤退しました。
現在の丸子城跡二の郭には、展望台を兼ね
た模擬やぐらが建てられています。
やぐらから望む塩川・陣場方面に、撤退す
る徳川軍をイメージしてみてください。
問 産業観光課 商工観光係

危険木の伐採と沿道美化に
御協力ください

丸子公園二の郭やぐら

電話42-1048／有線24524

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
等の適切な管理をお願いします。
特に強風・大雨となる梅雨から台風の時期にかけて、倒木
による車両事故が多く発生しています。
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御参加いただき、
歩行者の安全、地域の環境整備のため、沿道美化活動の御協
力をお願いします。

花いっぱい運動 実施中です！
丸子地域内では、今年度も70団体、3,000人を超える皆様
に御協力いただき、「花いっぱい運動」を実施しています。
花苗の植栽作業や、花壇の管理により、花の時期（７・８
月）には地域内のいたるところで、きれいに咲く花々を御覧
いただけます。
建設課では、今後も多くの市民の皆様に「花いっぱい運
動」に御参加いただき、花づくりによる地域の絆を広げて
いきたいと考えておりますので、御理解と御協力をお願い
します。
問 建設課 管理係
3

電話42-1032／有線24552

地域の話題
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信州国際音楽村開村２８周年記念音楽祭

信州ルネッサンス2015

５月30日
（土）～６月７日
（日）
までの間、信州国際
音楽村周辺を会場に、ONGAKUMURAルネッサン
スウィークとして、第一線で活躍中のアーティストや、
地元に関わりのあるアーティストらが多数登場し、迫
力のある舞台やコンサートなどが行われました。
６月６日の式典は、依田保育園児による元気な歌
と開会宣言でスタートしました。

依田保育園のお友達
丸子中央小学校合唱クラブ

西内小学校金管バンド

野外パノラマステージひびきでは、パフォーマンスステージとし

丸子北小学校合唱部

オビナタジョウジ和太鼓教室

て丸子地域の小・中学校や丸子修学館高校、地元市民団体の皆さん
の合唱や吹奏楽、太鼓などの発表がありました。
家族で訪れたかたは「いろいろな年代の皆さんの合唱や演奏を聴
き、音楽が身近に感じられました。公園展望台でのパフォーマンス
も見ごたえがありました。」と話し、眺めの良い芝生広場でくつろい
でいました。
丸子修学館高校ダンス部
Tomoyaartsのライブペイント

丸子北中学校吹奏楽部マーチング

音楽村公園での楽市マルシェ

4

図書館だより

～知りたい、学びたい、楽しみたいを応援します～
うん

てい

写真提供
「奈良県立図書情報館」

日本で最も古い図書館 ～ 芸 亭 ～
図書館には、たくさんの本が置かれています。いろいろな人が本を手にと
ることができる最古の図書館は、今から1200年余り前、奈良時代の終わり
いそのかみのやかつぐ

うん てい

頃、石上宅嗣が平城京に創設した私設図書館「芸亭」です。
そこにたくさんの本を置き、勉強をしたいという人がいれば、自由に本を
読めるようにしました。これが、日本で初めての公開図書館とのことです。

情報コーナー
平成２７年６月１日から有効期限は３年となります。

●利用者カードの更新制が始まります

今までエコール図書館利用者カードは、一度登
録していただくとそのままずっとお使いいただけま

更新の手続きには利用者カードと本人確認書類（免許証、
保険証、学生証等）を持参していただき、カウンターでの

したが、更新制を導入し、３年間の有効期限を設
け さ せ てい た だく
ことになりました。

手続きとなります。平成 27 年 6 月 1 日から 1 年以内に更
新手続きをしていただければ、更新時から３年間御利用い
ただけます。
なお、現時点で 5 年以上利用のないカードは、一旦利用
できなくなっていますので、利用再開を希望される方は、
利用者カードと本人確認書類をお持ちの上ご来館ください。
詳しくは、図書館カウンター職員におたずねください。
御理解と御協力をお願いします。

お知らせコーナー これからのイベント予定

●３Ｄめがねを使って見る地図を展示しました

●「真夏の夜のおはなし会」のお知らせ
日時：８月８日（土曜日）
夜７時から１時間程度
おはなしボランティア
の皆さんによる「真夏の
夜のおはなし会」です。
「海・川・湖」をテー
マに絵本の読み聞かせ・
大型絵本・パネルシアター・紙芝居・朗読などもりだ
くさんの企画を予定しています。
一年に一回「真夏の夜のおはなし会」を、ご家族みな

４月１９日の『地図の日』にあわせて、中部地方・長
野県・浅間山を３Ｄめがねを使って立体的に見ていた
だく地図を展示しました。

図書館カレンダー
日

7
14
21
28
5

月

1
8
15
22
29

火

2
9
16
23
30

6月
水

3
10
17
24

木

4
11
18
25

さんでお楽しみください。

赤い日が休館日（毎週月曜日、振替休日、月末整理日）です。
金

5
12
19
26

土

6
13
20
27

日

月

火

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

問 丸子図書館

7月
水

1
8
15
22
29

木

2
9
16
23
30

金

3
10
17
24
31

土

4
11
18
25

電話42-2414／有線24602

日

月

火

8月
水

2 3 4 5
9 10 11 12
16 17 18 19
23 24
30 31 25 26

木

金

6
13
20
27

7
14
21
28

土

1
8
15
22
29
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丸

子

公

民

館

だ

よ

り

異文化交流を通じてお互いが思いやる国際感覚を身につけよう

国際交流フェスティバル2015 in Maruko

が開催されました

5月24日、丸子文化会館で国際交流フェス
ティバルが開催されました。15回目の開催
となる今年は、在住外国人が減少しているに
も関わらず、外国籍の労働者や留学生、また
国際化を推進している各種団体の皆様が大勢
参加し、各種の紹介展示や実技体験、世界の
食の試食、ステージ発表などの内容で、賑や
かで、楽しく友好的な交流をすることができ
ました。
丸子修学館高校に在籍している留学生のア
ガット・クレパンさんと、３年生の上里かお
りさんはステージ発表で、学校での様子を紹
介するとともに「クラスのみんなが他国の文
化に興味を持っている。文化の違いを互いに
理解し、自国の文化を広げることが大切だと
思う。」と意見を述べました。また、今回初
めて参加した長野大学の韓国人留学生11人
は、「このような機会がうれしい。音楽を通
じて交流したい。」と、韓国語や日本語での
歌声をステージ発表しました。

「上田国際交流事業をすすめる会」展示

「ともだちペルー」の発表

「ちごゆりの会」茶道体験

長野大学韓国人留学生の発表

4月4日、在カナダ・トロントヨーク大学
日本語学科主任教授の太田徳夫先生に国際交

プロの演奏家があなたのご近所に！
～ハンガリーの血を引くサムライ、

流講演会としてお話ししていただきました。
海外で長く暮らしてきた先生の実体験を交え

セレスホールに登場！～

て、日本人がもっと会話を楽しみ、発想力を

ワンコイン 地域ふれあいコンサ－ト Vol.10

豊かに異文化間コミュニケーションを考えて

金子三勇士ピアノコンサート
かね

こ

み

ゆ

じ

いくことの大切さを学びました。

日時：６/20（土）
14：00～15：00

会場：丸子文化会館

料金：500円（当日券のみ）
※中学生以下無料、未就学児鑑賞可

（C）Akira Muto

問 丸子公民館

電話42-3147／有線24722
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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

地域の宝 ～水辺環境を保護しましょう～

水辺キラキラ☆川の恵みに感謝
川の絵・川の写真を募集します

応募規定

「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、
関心を高めることを目的に川の絵・川の写真を募集します。
●作品の内容／依田川・内村川・千曲川の風景、川とくら
し、水と親しむ姿や魚釣りなど「ふるさと
の川」を表現した絵や写真
●募集期間／平成27年８月３日
（月）
から11月30日
（月）
●作品の提出先／丸子地域自治センター地域振興課
●大きさの基準／用紙、用具、写真のサイズは問いません
デジタルデータでも可
★参加賞★ 応募者全員に記念品を贈呈します

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

第20回
●開催日

信州爆水RUNｉ
ｎ依田川

８月２日（日）

◆鉄人コース〈依田川〉
（約８㎞）
◆ずくだして GO ！コース〈山と川〉
（約４㎞）
◆ファミリーグループコース〈内村川〉
（約３㎞）
●定 員 ◆鉄人コース 男子 50 歳未満…350 名程度
男子 50 歳以上… 70 名程度
女子 40 歳未満… 60 名程度
女子 40 歳以上… 50 名程度
◆ずくだして GO ！コース 男子…110 名程度
小学生
女子… 60 名程度
未満は
◆ファミリーグループコース ……… 500 名程度
無料
●参加料 ◆鉄人コース 及び ずくだしてGO！コース／3,000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
●コース

●申込期間 ６月８日
（月）～６月25日
（木）
※定員になり次第、締め切る場合があります。
※当日の受付はありません。
●申込先・お問い合わせ
信州爆水RUN in 依田川 実行委員会事務局
（丸子総合体育館内）電話43-2250 有線24611

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

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。

丸子地域自治センター 地域振興課

家賃/月65,900円
家賃/月49,700円
家賃/月46,400円

〒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（6月～8月）
６月 20日 ラベンダー祭り（～7/20まで：音楽村）
27日 依田窪プール

オープン

いきいきフェスティバル2015
28日 自治会アレチウリ駆除一斉行動日
30日 第3回丸子地域協議会
７月 18日 依田窪プール祭り
ハーモニー文化祭（音楽村）
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

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。

2日 第20回信州爆水RUN in依田川

丸子地域協議会だより

市民協働によるまちづくり

地域協議会の活動

● 4 月 28 日（第 1 回会議）

下記について協議のうえ決定しました。

● 5 月 28 日（第 2 回会議）

下記について報告がありました。

1 研究会の研究会会長及び研究会副会長の選出について
・旧カネボウ食堂棟利活用に関する研究会

1 平成２７年度重点目標について
2 わがまち魅力アップ応援事業第２回募集について

・上丸子商店街活力アップに関する研究会

【募集期間６月１日
（月）～６月19日
（金）】
3 丸子まちづくり会議準備会からの

このほか下記の報告がありました。
1 組織改正について

報告について

2 平成27年度当初予算における主な施策について

4 分科会及び研究会での検討状況に

3 分科会及び研究会での検討状況について

ついて

4 丸子まちづくり会議準備会からの報告について

子育て支援に関する分科会の様子

第２回地域協議会

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。
今回はバス停「腰越」
「道久団地入口」
「深山」付近を御案内します。

中村梅児翁碑

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

＊ 付近の主なみどころ ＊
バス停【腰越】から徒歩

◆まりんこ号 バス停「腰越」から徒歩5分
近世末から明治にかけて農村歌舞伎が
高まり、地方巡業の旅役者による歌舞伎
興行の機会が増してきました。文久年間
（1861-1863)、初代市川団十郎（白猿）
を座長とする江戸歌舞伎の中村座一行、その中名優、花形女
形の中村梅児が巡業に加わり来村して、腰越の全芳院で興行
しました。これが縁で腰越の人たちの懇望で同地の全芳院近
くの家に永住することになり、土地の人たちに歌舞伎を教
え、出入りした弟子も多かったようです。腰越村と武石村を
根拠地として、各地の巡業公演を行い、その巡業地は松本方
面から佐渡方面にまでおよび、また東信地方の弟子は約300
人にも達しました。梅児には家族がなく、明治18年滞在地の
腰越村において亡くなり、中村座の人びとにより、依田川の
奇勝大淵上の岩上に「中村梅児之墓」が建立されました。
その梅児が御柱にあたり里曳きの余興として、奴練りや姫
なぎなた振りの演出に小粋な伊達振りを指導したり、太帯太
紐などのきらびやかな芝居衣装で着飾ることで彩りを添えま
やっこね

した。（平成4年には御柱祭の奴練りと姫なぎなたが丸子町無
形文化財に指定）

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

出典：
「広報まるこ」

●大淵・中淵の景観（約2分）
海底火山噴出の溶岩。柱状節理
の岩。
●馬坂橋（約7分）
木橋の馬坂橋と花桃の並木道、
馬坂桜堤防の景色（4月中旬）
●嶺南山全芳院（約5分）
天文22年(1553年）開創。美し
い山門。本堂はH17年に丸子町
有形文化財。丸子城の根小屋ま
たは城館とも考えられる。
●中村梅児翁碑（約5分）
●蓮乗寺跡〈廃寺〉（約5分）
木曽義仲開基との伝承。
●一本木諏訪神社（約12分）
7年1度の御柱祭。本年11月8日
は「山出し」が、来春4月には
「里曳き」が行われる予定。

●荻原井泉水の句碑（約1～2分）
自由律俳句。
●お仙が淵〈せんが淵・腰越飛魚〉
（約30分・長和町境）
悲恋物語の伝説。
バス停【道久団地入口】
から徒歩
●鳥羽山洞穴（約30分）
国・県の指定史跡。縄文～古墳
時代の遺跡。
●龍頭山竜福寺（約5分）
一柳三体観音伝説。
信濃百番観世音札所「信前28番
札所」
バス停【深山】から徒歩
●深山公園のつつじ
〈約500本/5月中旬頃〉
（約5分）
●深山諏訪神社（約5分）
●深山の棚田（約15分）

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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