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① 2019.6.1 浦川原区総合事務所からのお知らせ 

浦川原区総合事務所からの 

～お知らせ～ 
浦川原区からのお知らせは上越市ホームページ上でカラーでご覧いただけます。 

浦川原区内の課題や地域づくりなどについて、皆さんと意見交換

を行い、課題解決に向けて地域と総合事務所が一緒に考え、取組むた

めに懇談会を開催します。 

今年度は、「路線バス等の今後の方向性」を中心に、皆さんの

生活に身近な話題について、ご意見をお聞かせください。積極的な

ご参加をお待ちしています。 

＜開催日程＞  

地 区 期 日 時 間 会   場 

下保倉地区 ６月１５日（土） ９：３０～ 浦川原コミュニティプラザ 
（市民活動室４・５） 

月影地区 ６月２３日（日） ９：３０～ 横住総合交流センター 
（第１、第２集会室） 

末広地区 ６月２３日（日） １３：３０～ 浦川原里山地域活性化センター 
（多目的室） 

中保倉地区 ６月３０日（日） ９：３０～ 中猪子田集会所（２階） 

１日フリー乗車券  

 上越市内の路線が１日乗り放題の乗車

券です！（高速バス・市営バス・定期観

光バスを除く。） 

 おとな：１，０００円  

 こども：  ５００円 

 （バス車内で購入可能） 

おでかけフリー定期券  

 上越市内の路線が乗り放題の定期券で

す！（高速バス・市営バス・定期観光バ

スを除く。満７０歳以上または運転免許

返納された方のみ購入可能。） 

 １か月券： ５，０００円 

 ３か月券：１２，５００円 

 ６か月券：２０，０００円 

使ってお得 バスフリー乗車券！  
 

 

 

 

  

   

 

 

  

 

 

 

 ◆問合せ…頸城自動車バス営業所 ☎０２５－５４３－２３１２ 

※申し込みは不要です。懇談会は概ね2時間程度を予定しています。  

  ◆問合せ…総務・地域振興グループ ☎５９９－２３０１ 

出張なんでも懇談会を開催します！ 

お気軽に、ご意

見や話題をお聞

かせください。 



② 2019.6.1 浦川原区総合事務所からのお知らせ 

「乳幼児健診」・「幼児歯科健診」 

○と き…６月１１日(火) 

○受 付…午後０時４５分～１時１５分 

○ところ…浦川原保健センター 

○対 象…３か月児（平成３１年１月、２月生まれ） 

     １歳児（平成３０年４月、５月生まれ） 

     １歳６か月児（平成２９年１０月、１１月生まれ） 

     ２歳児（平成２９年４月、５月生まれ） 

     ２歳６か月児（平成２８年１１月、１２月生まれ） 

     ３歳児（平成２８年４月、５月生まれ） 

○持ち物…母子手帳、バスタオル、こども用歯ブラシ、 

     フッ素塗布負担金１，０００円（希望者のみ） 

◆問合せ・申込み…市民生活・福祉グループ ☎５９９-２３０４ 

早期発見が大事で

す。がん検診も忘

れずに受診しま

しょう。 

 
年に１度は、健診で、からだの点検をして健康で過ごしましょう！ 

 

 ○健康診査日程 ※下記の日程が都合の悪い場合は、ご相談ください 

 

 

 

 

 

 

 

 ※詳しくは広報上越の４月１日号に折込の「上越市健康診査カレンダー」でご確認ください。 
 

 ○対 象…①１８歳～３９歳の市民で、職場で健診を受ける機会がない人 

      ②４０歳～７４歳の市民で、上越市国民健康保険に加入している人 

      ③７５歳以上の市民 

      ※①～③に該当しない人は、加入先の医療保険者が案内 

       する方法で健診を受診してください。 

 ○持ち物…健康保険証、受診券 

 ○料 金…１，５００円（７０歳以上は無料） 

 
４０歳代～６０歳代の働き盛りの方で、脳卒中で倒れる方が増えます。 

～浦川原区の国民健康保険加入者の健診実態から～ 
  

 昨年度の受診率は５６.９％でした。少しずつ健診を受けられる人が増えていますが、４０歳代、

５０歳代、６０歳代の人の受診者数が他の区に比べて少ない現状です。働き盛り世代に脳卒中で倒

れる人が増えていますので、ぜひ、市の健診を活用してください。 

◆健康診査に関する問合せ・申し込み…市民生活・福祉グループ ☎５９９－２３０４ 

実施日  会  場 受付時間 

６月１８日（火） 
・浦川原体育館 

・午前９時～１１時  

・午後１時～２時３０分 ６月１９日（水） 

１０月２５日（金） ・午前９時～１１時 ・浦川原保健センター 

働き盛りの世代に脳卒中で 

倒れる人が増えています！！ 

寝たきり予防は、健診から 



③ 2019.6.1 浦川原区総合事務所からのお知らせ 

すこやかに老いるための市民講座 
今後の人生を考えるきっかけに是非この機会をご利用くだ

さい。 

○会 場…浦川原コミュニティプラザ 

※時間はいずれも午前１０時～１１時３０分 

 ・無料で、どなたでも受講できます。 

 ・都合のつく日時にお越しください。 

～認知症カフェを開催します～ 

○と  き…６月１４日（金） 

      午前１０時～正午ころまで 

○と こ ろ…浦川原保健センター 

○対 象 者…物忘れや健康に関する不安を感じて 

      いる人、ご家族の介護をされている 

      人、ご家族の物忘れが気になる人、 

      その他ご自身のこと、ご家族のこと 

      で何か気になることがある人 

○参 加 費…１００円（お茶代） 

○申し込み…６月１１日（火）まで 

※気軽にご参加、お問い合わせください。 

◆問 合 せ…ＮＰＯ法人夢あふれるまち浦川原 

      ☎５９９－２４９０ 

開催日 内     容 

６月２７日（木） 
・高齢者の総合相談窓口の紹介 
・上越市の高齢者の医療や介護の実 
 態について 

７月１１日（木） 
・認知症の正しい理解と予防につい 
 て 

７月２５日（木） ・高齢者のこころの健康について 

８月 ８日（木） 
・実際の在宅介護体験から学ぶ 
・今後の人生設計について考える 

さわやか女性学級・手工芸教室 

参加者募集！！ 
○さわやか女性学級【全４回】 
・防災・防犯・安全な生活について女性の立場から学びま 

 す。 

・第 １ 回…【とき】６月３日（月）午後２時～３時 

      【会場】浦川原地区公民館 第２会議室 

      【内容】特殊詐欺対策、住宅の防犯対策などを 

          学びます。 

・第 ２ 回… ７月８日（月）午前９時～午後３時３０分 

・第 ３ 回… ９月９日（月）午後１時３０分～４時 

・第 ４ 回…１２月２日（月）午後２時～４時 

・募集人数…１５人 

・参 加 費…９２０円 

      ※初回に徴収させていただきます。欠席されて 

       も金額は変わりません。 

・申込締切…６月１４日（金） 

      ※第１回は日程の都合上、参加自由です。 

 
○手工芸教室 焼かずにできる粘土フラワー 

 【全４回】 
・内  容…鉢植えキノコと千日紅を製作します。 

・と  き…６月２８日（金）／７月２６日（金） 

      ８月２３日（金）／９月２７日（金） 

      各実施日とも午後１時３０分～３時３０分 

・会  場…浦川原地区公民館 第２会議室 

・講  師…丸山 一子 様（教室 にっとる） 

・募集人数…１０人 

・参 加 費…２，０００円 

      ※初回に徴収させていただきます。欠席されて 

       も金額は変わりません。 

・申込締切…６月１４日（金） 

◆申し込み・問合せ…教育・文化グループ 

（浦川原地区公民館 担当：西田 ☎５９９－２１０４） 

◆問合せ…市民生活・福祉グループ 

     ☎５９９－２３０４ 

 

伝統を守り地域活性と新風を吹き込む祭典 

♪第１２回月影芸能まつり♪ 

 浦川原中学校吹奏楽部や安塚区の「自由の学び

舎・やすづか学園」がバンド演奏で出演するほか、

上越地域の演歌・民謡歌手や地元浦川原から初参加

の「あじさいコーラス」などが日ごろの活動の成果

を披露します。この機会にぜひご鑑賞ください。  

 ○と  き…６月９日（日） 

       午前１０時～午後３時１５分頃まで 

○と こ ろ…月影の郷 多目的ホール 

○賛助会費…１人 １，０００円 

            （障がい児・障がい者、介護制度利 

       用者、付添人、高校生以下は無料） 

○昼  食…食堂を開設します。 

  （予約歓迎：月影の郷 ☎５９９－３３０２） 

※飯室方面、中保倉方面への送迎バスを運行します。 

 （詳しい内容は、広報上越６月１日号と併せて全 

  戸配布したチラシをご覧ください。） 

◆問 合 せ…月影芸能まつり実行委員会事務局 

      ☎５９９－３３０２（月影の郷）

～今年も心に響く音色を届けます～ 

★第１１回浦川原和太鼓祭★ 
 

 保倉川太鼓と特別ゲストの和太鼓サスケ（石川

県）による演奏です。この機会にぜひ勇壮な和太鼓

の演奏をお聞きください。  

○と き…６月８日（土）午後２時～４時３０分 

○ところ…浦川原体育館 

○入場料…無料 

◆問合せ…ＮＰＯ法人保倉川太鼓事務局 

     ☎０９０－１５０９－２５７８



④ 2019.6.1 浦川原区総合事務所からのお知らせ 

高田図書館浦川原分館インフォメーション 

 【ご利用時間】火～金曜日／午前１０時～午後７時、土・日曜日・祝日／午前１０時～午後６時 

  ◆問合せ…高田図書館浦川原分館 ☎５９９－２８３０  

 し尿収集のお知らせ 
 

 希望する場合は、早めにお申し込みくださ

い。 

 ○６月の収集日…６月２１日（金） 

         ７月 １日（月） 

 ◆申込み…㈱環境サービス 

      ☎５９９－２５２７ 

～おはなし会のお知らせ～ 

納期限 ７月１日（月） 

■市・県民税（第１期）  

■介護保険料（第３期） 

■国民年金保険料（５月分） 
  

◆問合せ…市民生活・福祉グループ 

     ☎５９９－２３０４ 

≪おとぎのへや≫ 

日時：６月１日（土） 

   午前１０時３０分～１１時３０分 

対象：小学生以下のお子さん 

≪おはなし会１・２・３≫ 

日時：６月１５日（土） 

   午前１１時～１１時２０分 

対象：３歳以下のお子さんと保護者 

 

「人権擁護相談」開催のお知らせ 
 

人権擁護委員が親子関係、離婚などの家庭内の

問題や金銭上の問題、近隣のもめごとなど身近な

困りごとや苦情などをお聞きし、解決のお手伝い

をします。いずれの相談も無料で、秘密は固く守

られます。お気軽にご相談ください。 
  

○と き…６月２０日（木） 

     午前９時～正午 

○ところ…浦川原コミュニティプラザ 

     ４階 市民活動室２ 

○相談員…中村  一さん 

     内山 美恵子さん 

◆問合せ…総務・地域振興グループ 

     ☎５９９－２３０１

◆４月の貸出（個人・団体含む）：２７６人 ９７６冊 

種 別 タ イ ト ル 著 者 棚の分類 

一般書  

働く女子と罪悪感 浜田 敬子 労働問題 

素材とモチーフで楽しむ布小物 花岡 瞳 手芸 

ほどなく、お別れです 長月 天音 小説 

児童書  
フラッシュメモリのひみつ とだ 勝之 情報工学 

だいだいだいすき 石津 ちひろ 絵本 

～新しい本が入りました～ 

開催場所：高田図書館浦川原分館 おはなしスペース 

市税などの納期 

お忘れのないようにお願いします。 

浦川原区総合事務所・コミュニティプラザ 

敷地内全面禁煙のお知らせ 
 

 健康増進法の改正に伴い、６月１日（土）より、

浦川原区総合事務所及びコミュニティプラザの敷地

内（事務所内、屋上、来庁者駐車場、職員駐車場）

が全面禁煙となりました。 

 コミュニティプラザ内の灰皿等は撤去しました。 

 皆様のご理解とご協力をお願いします。 

◆問合せ…総務・地域振興グループ 

     ☎５９９－２３０１ 


