
10月24日〔場所：中丸子保育園〕
中丸子保育園園内で栽培していた、さつまいもの収穫が
行われました。小さな手で土を掘り、大きなさつまいもが姿
を見せると子どもたちは大歓声！収穫したさつまいもは、
焼いもや、給食の食材としておいしくいただきました。
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　　 たくさん掘れるかな
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地域自治センターだより

丸子地域行事イベント予定（12月～平成29年2月）

 12月 16日 奥村晶ドリームクインテット【kodamaサロン】（音楽村）
  17日 クリスマスキッズコンサート（音楽村）
  20日 第9回丸子地域協議会
  23日 オペラふれあいコンサート（音楽村）
  27日 鹿教湯温泉「氷灯ろう夢祈願」（～1/31）
 １月 1日 第43回元旦マラソン
  3日 ニューイヤーコンサート（音楽村）
  7日 丸子少年少女柔剣道教室鏡開き
  8日 成人式（丸子会場：丸子文化会館）
  21日 信州国際音楽村女子会（音楽村）
  22日 新春寄席（音楽村）
  24日 第10回丸子地域協議会
 ２月 4日 kodamaサロン（音楽村）
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丸子地域自治センターだより  第54号地域の話題

上平南自治会 下丸子福寿会

きれいな花を
　  咲かせました

　11月4日、今回で10回目となる「上田市花と緑のまちづくりコンクール」の表彰式
が、上田市役所6階大会議室で行われました。このコンクールには「団体（50㎡未
満・プランター）の部」「団体（50㎡以上）の部」「個人の部」「学校の部」の4部門
があり、そのうち3部門で丸子地域の団体が受賞し、市長から表彰を受けました。

地域を駆け抜けました
　11月6日、毎年恒例の丸子地域駅伝大会が開催されました。
　肌寒い天候の中、昨年より4チーム多い21チームが出場し、各
選手が6区間、全長20.5㎞のコースでたすきをつなげました。地
域の皆さんも沿道から、大きな声援や拍手を送り、選手を応援
していました。
　詳しい内容は丸子総合体育館（電話43－2250/有線24611）へ
お問い合わせください。

団体 （50㎡未満・プランターの部） 優秀賞
　丸子東部インター線から入った道路沿いにある花壇です。細長い
花壇の特徴を生かし、サルビアをバックに色とりどりの花々がバラ
ンスよく配置され、見る人を楽しませます。背景に広がる水田や
山々などの景観とも調和しています。

団体 （50㎡未満・プランターの部） 優秀賞
　国道152号下丸子交差点と旧軌道敷の交差点の２箇所にある花
壇です。見事に咲き誇る白のペチュニアを中心に、大変育成の良い
千日紅などが配置されています。交通量の多い場所なのでドライ
バーが心休まるよう、丁寧に手入れがされています。

団体 （50㎡以上の部） 最優秀賞
　信州国際音楽村の南側、県道上田塩川線の交差点にある花壇で
す。例年の配列を90度回転させ、通りから見ると水平方向に広が
り、非常に見応えがあります。120坪と広い敷地ですが、配色等のバ
ランスが良く、手入れもしっかりされています。

学校の部  奨励賞
　ダリアをバックに、マリーゴールドや日々草などが植えられてい
る花壇です。比較的交通量が多い道路脇にあり、通学や通勤の方々
にも楽しんでいただけます。夏休み中も生徒たちが当番制で草取り
を行うなど、みんなで作り上げた花壇です。

尾野山長寿会 丸子北中学校コスモス大学花づくり学科

総合順位結果表

特　別　賞

事業所対抗

順位 ▶チーム ▶タイム

 1 長瀬 1時間08分46秒

 2 腰越JSC選抜 1時間11分16秒

 3 上丸子 1時間12分04秒

 4 丸子消防署 1時間18分10秒

 5 依田Ａ 1時間18分12秒

 6 腰越JSC混成 1時間22分27秒

    総合タイム／目標タイム／時間差

 1 シナノケンシＡ 1時間23分01秒／1時間22分56秒／0分05秒

 2 三才山病院Ｂ 1時間31分45秒／1時間32分30秒／0分45秒

 1 丸子消防署　 1時間18分10秒

 2 シナノケンシＡ 1時間23分01秒

 3 三才山病院Ａ 1時間24分07秒
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　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。
　買い物に訪れた大勢の皆さんは「うまいもん広場」の、
あたたかい豚汁や手作りこんにゃくなどでお腹を満た
したり、長野大学の学生によるカンバッジ作りなどを
楽しみ、収穫の秋を堪能しました。

たくさんの恵みに感謝！

　11月28日、「クアハウスかけゆ」では、海戸自治会
の皆さんによる、フロア体操や水中運動を体験する教
室が開催されました。
　最初にフロア体操を行い、「ストレッチポール®」を使用
して体のバランスを整えたあと、骨盤底筋群を鍛え、尿も
れ予防やきれいな姿勢を目指せる「ひめトレ」を体験しま
した。また温水プールでは、水の特性を活かしたストレッ
チなどの、身体に無理なくできる運動を行いました。
　参加者は「体を動かすことでリフレッシュできました。
地域にある施設を利用していきたい」と話していました。

自分たちの健康は自分たちで守る！自分たちの健康は自分たちで守る！

　大河ドラマ真田丸は、いよいよ12月18日の放送が最終回となります。
　戦国時代から江戸時代初期までの約40年間、上田領主であった真田氏と丸子地域との関係を中心に紹
介してきたこの連載も、今回が最終回です。
　大河ドラマ放送効果により、上田城跡公園の大河ドラマ館にはすでに90万人以上のお客様をお迎えし、
全国に「真田の郷・信州上田」が広く知られる事となりました。
　最終回にあたり、丸子地域の真田氏ゆかりの地をあらためて一覧表にまとめて紹介します。

　それぞれのゆかりの地には、案内看板も設置されて
います。落葉の季節を迎え、空気も澄み渡り、山城な
どからの眺めも広く遠くまで見渡すことができます。
　戦国時代の歴史背景を想像しながら、地元に残るゆ
かりの地に足を運んでみてはいかがですか。

　さらに深く知りたい方は、
丸子図書館に真田氏関連書籍
の特設コーナーが設けられて
いますのでご利用ください。

問 産業観光課  商工観光係　電話42-1047／有線24524

大河ドラマ「真田丸」の舞台    信州上田
… 丸子地域の真田氏ゆかりの地を紹介します … vol.10（最終回）

陣場山、芝宮砦 （塩川地区） 徳川勢が陣を構えた地

尾野山城 （生田地区） 
真田勢が陣を構えた地

手白塚 ※市乃町神社  （塩川地区）

丸子城　 （上丸子地区ほか） 真田氏の支城で丸子氏の城

龍顔寺 （生田地区）　 真田昌幸の弟（高勝）ゆかりの寺

御屋敷平 （平井地区）　 真田信繁（幸村）の弟（昌親）の館跡

御殿 （鹿教湯地区） 昌親の別邸があった地

姫道 （鹿教湯地区ほか） 昌親や娘（お姫様）が館から別邸へ通った道

真田氏ゆかりの地
言われなど

第一次上田合戦1585年：天正13年8月

ご  てん

まさ ちか

★丸子地域循環バス（まりんこ号）のルート図（時刻表）と、真田氏ゆかりの地をまとめた
　絵地図をご希望の方は、産業観光課へお問い合わせください。
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丸子地域自治センターだより  第54号お知らせ

問 市民サービス課  環境担当　電話42-1054／有線24490

問 丸子クリーンセンター　電話43-2131／有線24811

問 市民サービス課　福祉・障がい担当　電話42-1118／有線24474

　来年の丸子地域のごみ収集日を記載した「ごみの出し方カレンダー」（Ａ3二折）は、12月
１日の定期送達により自治会を通じて全戸配布しました。
　ご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）
で常時無料配布していますのでご利用ください。

平成29年    丸子地域ごみの出し方
カレンダーの配布について

　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、ご協
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

　民生委員は、厚生労働大臣から委嘱され、それぞれの
地域において常に住民の立場に立って相談に応じ、専門機
関と連携しながら必要な援助を行い、社会福祉の向上に
努める方々で、児童委員を兼ねています。
　児童委員は、地域の子どもたちが元気に安心して暮ら

せるように、子どもたちを見守り、子育ての不安や心配ご
となどの相談、支援などを行い、主任児童委員は児童に関
することを専門的に担当します。
　民生委員・児童委員、主任児童委員には守秘義務があり、
相談の秘密は守られますので、お気軽にご相談ください。

年末年始のごみ収集について

民生委員・児童委員、主任児童委員の皆さんを紹介します

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

期　　日

通常どおり

12月29日（木）

12月30日（金）

12月31日（土）～
　平成29年1月3日（火）

1月4日（水）以降

ごみ収集
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
受け入れします

受け入れします

休み

齋　藤　繁　子
永　井　礼　子
黒　岩　祐　一
齋　藤　民　子
今　井　　　久
上　坂　耕　司
原　　　泰　孝
林　　　信　子
飯　嶋　孝　信
尾　美　弘　子
宮　下　由　紀
大　橋　俊　彦
高　野　典　男
古　川　友　枝
割　田　栄　二
小　林　恵　子
土　屋　弘　子
滝　沢　順　一
金　井　利　子
小宮山　好　豊
竹　花　道　明

西　内

平　井

荻　窪
和　子
下和子

辰ノ口

三反田

海　戸

沢　田

八日町

内　村

丸子第１

地　区 自治会 氏　　　名
浅　倉　はる子
下　村　悦　子
宮　坂　淳　子
池　田　弘　子
藤　原　一　茂
石　子　美　奈
御堂島　良　子
樋　村　正　弘
荻　原　泰　子
両　角　利　一
山　本　よし子
岡　田　　　清
小　平　あけみ
田　村　裕　子
金　井　幸　雄
吉　池　文　男
吉　池　史　弌
宮　下　千枝子
山　越　健　二
古　谷　克　枝
小　林　喜　夫
滝　澤　幸　子

腰　越

中丸子

下丸子

御嶽堂

飯　沼

茂　沢

尾野山

丸子第２

依　田

地　区 自治会 氏　　　名
関　　と も 子
菅　野　益　枝
金　井　幸　一
宮　沢　　　賢
押　鐘　主　彦
小　出　武　司
両　角　奎　吾
宮　下　ひろみ
栁　沢　千惠子
飯　塚　五　郎
高　野　　　隆
桜　井　菊　子
伊　澤　英　男
鷹　野　久美子
鷹　野　良　信
北　澤　良　子
北　澤　恭　二
堀　内　洋　子
山　本　　　進
両　角　一　幸
倉　沢　仁　子

上長瀬

町 組

下長瀬

石 井

狐 塚
坂 井
郷仕川原

南 方

藤原田

長　瀬

塩　川

地　区 自治会 氏　　　名
【任期：平成28年12月1日から平成31年11月30日まで】 (敬称略)

主任児童委員



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～

　2月21日（火）から26日（日）まで、図書館のすべ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。ご不便をおかけしますが、ご理解とご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ご利用ください。

情報コーナー　
● 「図書館まつり」を開催しました ●図書館講演会「紙芝居を楽しもう」を開催しました

●図書館を使った調べる学習コンクール表彰式
　10月29日、第2回上田市丸子地域小中高生調べる学習実
行委員会主催の表彰式が行われました。
　丸子北小4年 中澤栞大さん・5年 丸山叶愛さん、丸子中央
小6年 柴田昌弥さん、丸子中1年 荻原望さん、丸子北中1年 
斎藤瑞希さん・池田琉姫さん・2年 田中雅也さん・3年 木村
樹さんが表彰されました。

　10月23日、直木賞作家の辻村深月さん
を講師に、丸子文化会館セレスホールで開
催されました。第1部はアナウンサーの小
林良子さんとの対談、第2部は大ファンの
方からの質問形式での講演と2部構成で行
われました。小説家になるまでの過程や、
ペンネーム誕生までの由来など、魅力あふ
れるトークに聴き入ったひとときでした。

宝箱は見つけられるかな ぬいぐるみの仲間でお泊り

雨宮さんによるパネルシアター お手玉で楽しく遊ぼう！

特別整理期間のため
休館します

上田市合併10周年記念事業
4図書館で開催した図書館講演会「本の力、図書館の魅力」

　10月15日、小さなお子さんから大人まで、たくさんの皆
さんにご来館いただきました。
　雨宮ちよこさんによる、魔法のようなパネルシアター。
そのあとは手作りのお手玉で楽しみました。
　図書館探検隊では、魔女から出題された、宝箱を探す
ためのクイズに挑戦！見事に見つけた子ども達は、うれし
そうに宝箱を開けていました。
　また、ぬいぐるみおとまり会では、自宅から持ち寄った
お気に入りのぬいぐるみと一緒に読み聞かせを楽しみまし
た。翌日はぬいぐるみがお泊りして読んだ本を借りて、一
緒に帰っていきました。

　11月５日、紙芝居のくりくり矢、飯島美鈴さんと貞夫さん
ご夫婦による、紙芝居の魅力あふれる実演をたっぷりと楽し
みました。同じ物語を絵本と紙芝居とで比べたり、紙芝居は
外国にはない、日本独自の文化であることをお聴きしたり
と、充実したひとときでした。

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

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。

お知らせコーナー　これからのイベント予定

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

平成29年 1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

なか  ざわ  かん   た

しば    た   まさ   や

さい  とう   みず   き いけ   だ     る     き た    なか  まさ   や き    むら

みき

おぎ  はらのぞみ

まる   やま   の     あ
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丸子地域自治センターだより  第54号

丸 子 公 民 館 だ よ り

問 生涯学習課　人権同和教育係　電話23-5197

問 丸子地域教育事務所・丸子公民館　社会教育係　電話42-3147／有線24722

問 丸子地域教育事務所　人権教育係　電話42-6682／有線24802

【開催日時】 平成29年２月18日（土）～19日（日）午前10時～午後５時（19日は午後３時まで）
【会　　場】 丸子文化会館

第29回 いのち・愛・人権展

音♪でつながる人権コンサート

　11月8日（火）、丸子文化会館小ホールで子どもの明日を
考える集いが開催されました。講師に伊那市学校支援コー
ディネーターの武田登さんを迎え、学校関係者や自治会、
公民館分館役員など約90人のみなさんが熱心に聞き入っ
ていました。地域ぐるみで学校を支援する「信州型コミュ
ニティスクール」について、現在の学校や子どもたちの実
情を理解しなければいけない、学校と地域の関わりの大切
さを知ったなどの意見が出ました。学校ごとに分かれた意
見交換会では、それぞれの学校の教頭先生を中心に地域と
学校の情報交換が活発に行われ、地域も連携していく必要
性が確認されました。

　12月6日（火）丸子文化会館を会場に
ふれあい人権のつどい2016が開催され
ました。日本手話ダンスクラブ「ほほえ

み」の皆さんによる手話ダンスの披露や、丸子・武石地域の小中
高校生による人権作文の発表がありました。
　人権講演会では、「強さは優しさ　柔道から学んだこと」と題
して、筑波大学准教授で女子柔道ソウルオリンピック銅メダリ
ストの山口香さんが、柔道を通して学んだ相手を尊敬すること、
コミュニケーションを大切にすることから人それぞれの違いを
認め、違いに価値を見出すことの大切さについて講演しました。

子どもの明日を考える集い

ふれあい人権のつどい 2016

「今なぜ地域と学校の連携なのか」 
　　  ～信州型コミュニティスクールの目指すもの～

上田市合併10周年記念事業

主催／上田市教育委員会・上田市人権啓発推進委員会

うえだ 人権フェスティバル

●午前10時30分～正午
 「アイ・コンタクト～もう1つのなでしこジャパン」

●午後1時～午後2時50分
 「サクラサク」

●日 時　18日（土）午後3時～４時15分
●会 場　小ホール
●演 題　「音楽と愛」
●講 師　上原　ひろ子 さん
　　　　（上田市出身ピアニスト）
　

入場
無料

人権作品DVD上映会（19日：小ホール）

さまざまな人権に関する作品の展示を行います。

人権作品・資料の展示（18日・19日）

人権作品表彰式（18日）　●午後1時45分～（小ホール）

※丸子中央小学校合唱クラブのみなさん
　との素敵なコラボ演奏もお楽しみに！

美味しい「とん汁」の
おもてなしコーナーもあるよ！
●18日（土）午前11時～

《約200食分》　市内の小中学生や一般から募集した、作文・ポスター・詩・標語の平成28年度
最優秀作品の表彰式を行います。作文受賞者代表の朗読もあります。

たけ    だ  のぼる
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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
● 10月 31日（第７回会議）
　次の事項について協議をしました。
○市民活動団体交流会の開催および担当委員の選任について
○持ち寄り基金の利用状況の確認と今後の方向性について
　このほか以下のとおり、報告がありました。
○分科会及び研究会での検討状況について

　次の事項について協議をしました。
○持ち寄り基金の利用状況の確認と今後の方向性について（継続）
　このほか以下のとおり、報告がありました。
○丸子地域の除雪・凍結防止剤の散布について
○農業集落排水施設の公共下水道への統合について
○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7回丸子地域協議会 第8回丸子地域協議会

　丸子地域の循環バス「まりんこ号」。バス停の近くには、あなたの知らない旧
所や隠れた名跡、面白い行事など魅力的な場所がたくさんあります。まりんこ号
に乗って、丸子地域を再発見する旅に出かけてみませんか？  （公共交通分科会）

ロマンチックな紅葉の桜堤防（緑の道）
（※春には見事な桜の名所となります）

地名「まるこ＝丸子」の由来

◆まりんこ号バス停「自治センター」から徒歩3分
　西コースの「三反田」「尚武橋」からも行けます。
　依田川・丸子橋上流。

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！

　「まるこ＝丸子」という地名は、どのように名づけられたのでしょ
うか。昔々にさかのぼって考えてみましょう。
　丸子には、その昔、「丸子部」という氏族が住んでいました。丸子
部は「丸氏」の直系の氏族です。「丸氏」は一名「和迩氏」とも言い、
初期大和政権の重鎮として、天皇家を助け、国内平定に功をなし、
朝鮮にまで兵を進める有力な氏族でした。
　この丸子部は、大族であったので、大和地方を中心にして全国的
に拡大し、大和（奈良県）、駿河（静岡県）、相模（神奈川県）、武蔵（東
京都）、常陸（茨城県）、岩代（福島県）、陸前（岩手県）、陸奥（青森県）、
羽前（山形県）、信濃（長野県）などに定着し、丸子郷、丸子村、丸
子神社などという地名・社名を残しています。
　私たちが住む丸子という地名も、信濃国の丸子であることは言う
までもありません。

（出典・参照）「丸子の民話をたずねて」「丸子町地域開発史」
　　　  ※丸子の地名の由来には諸説あります。

● 11月 29日（第８回会議）

まる  こ  べ

まる  し わ   に  し

桜堤防（緑の道）
依田川

丸子公園

バス停
「尚武橋」

バス停
「三反田」

バス停
「自治センター」

丸子地域
自治センター● 丸子文化会館●



8

入場
無料

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

丸子地域主なできごと（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。

壊れても修理するなど、物を長く大切に使いましょう。

●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。

10月 18日 シルキーフォーラム2016
 27日 第35回丸子四季の里総合文化祭（～30日まで）

 29日 第4回鹿教湯温泉ふれあい
  ポールを使ったウォーキングフェスタ　　
 31日 第7回丸子地域協議会
11月 6日 第57回丸子地域駅伝大会
 8日 子どもの明日を考える集い　
 29日 第8回丸子地域協議会
12月 6日 ふれあい人権のつどい2016
　　　　
　　

丸子 平成28年/2016.12.16発行

地域自治センターだより  第54号

地域の素晴らしい景観をご覧ください

新しい年の始まりは「元旦マラソン」

問 地域振興課　電話42-1011／有線24510

問 丸子総合体育館　電話43-2250／有線24611

　これから始まる新しい年に思いを馳せながら、元旦
マラソンでさわやかな汗を流しませんか。
　1.5㎞コースと3㎞コースのミニマラソン大会です。
●日　　時　　平成29年1月1日（元旦）
●受　　付　　午前10時～ 10時15分
●スタート　　午前10時30分
●集合場所（2会場で開催します）
　　　　☆丸子会場　 （丸子総合体育館玄関前）
　　　　☆丸子北会場（丸子北小学校グラウンド）

　素晴らしい景観を次代に伝え、今後のまちづくりに活かすため選定した
「信州上田の景観100選」を丸子文化会館において展示します。ぜひご覧ください。

●日時　平成28年12月16日（金）から平成29年1月18日（水）　午前8時30分から午後5時15分
　　　　（毎週月曜日、12/24、12/29～ 1/3、1/10～ 11を除く）
●場所　丸子文化会館　小ホールホワイエ ほか

除雪作業にご協力ください

問 建設課 土木係　電話42-1031／有線24561

　市では、冬期間の安全な道路
交通を確保するため、除・融雪
作業を市内の委託業者にお願い
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
ご理解とご協力をお願いします。

1　路上駐車や荷物の放置はやめま
しょう
作業の支障となり事故につながる
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
　 作業により戸口や車庫前に寄せられた雪の処理にご協力ください。
4　騒音等にご理解をお願いします
　 早朝や夜間作業による騒音等でご迷惑をおかけします。ご協力ください。

※事前の参加申し込みは必要ありません。
※当日、ご希望の会場へお越しください（ただし飲酒をされての参加はご遠慮ください）。


