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中郷区総合事務所だより 
７月２５日号 

 令和３年７月２５日 中郷区総合事務所だより 

 歴史博物館の民俗資料を収蔵する岡沢拠点収蔵施設の一般公開を行います。施設には国重要有形民俗文化

財ドブネの他約3万点の民俗資料を収蔵しています。ぜひこの機会に旧岡沢小学校へお越しください。 

 

○日 時 8月10日（火）～11日（水） 10時～16時 

○場 所 岡沢拠点収蔵施設（旧岡沢小学校） 

○問合せ 歴史博物館 ☎025-524-3120 

 新型コロナウイルス感染症の影響により、今年度も「なかごう夏まつり」が中止となりました。昨年度に

引き続き各種イベントの中止による地域での閉塞感を少しでも払拭するとともに、区民をはじめ近隣の皆さ

んに明るい話題と次年度へ向けたメッセージを込めて「なかごう夏花火」の開催を決定しました。来場され

る皆さまは感染症対策のため、マスクの着用をお願いします。 

 また、打ち上げ当日は県道関山中郷線の妙高サンシャインランド第1駐車場付近から妙高サンシャインラ

ンド第2駐車場付近までを通行止めにしますので、ご注意ください。 

 イベントの詳細は、配布しましたチラシをご覧ください。 

 

○期  日 8月14日（土） 打ち上げ開始：20時（30分程度の打ち上げ） 

      ※雨天の場合は15日（日）に延期 

      ※延期となる場合は、防災行政無線にてお知らせします。 

○実施会場 妙高サンシャインリゾート周辺（駐車場：妙高サンシャインランド駐車場） 

○内  容 打ち上げ花火 110発程度 

○実施体制 主催：NPO法人中郷区まちづくり振興会 

      共催：上越市 

      後援：妙高サンシャインリゾート 

○注意事項 ・会場内では必ずマスクを着用してください。 

      ・体温37.5度以上の方は入場できません。 

      ・会場内での飲食、大声での会話はご遠慮ください。 

      ・会場付近では誘導員の指示に従ってください。 

      ・来場者が多い場合は入場制限をさせていただく場合があります。 

      ・公道を使用しますので、場所取りはご遠慮ください。 

      ・会場内での事故・トラブル等については責任を負いかねます。 

○交通規制 イベント当日の19時から21時の間、県道関山中郷線の一部（妙高サンシャインランド第1駐車 

      場付近から第2駐車場付近まで）を車両通行止めとします。詳細は配布したチラシ裏面の地図 

      をご覧ください。 

○問 合 せ 中郷区まちづくり振興会 ☎74-2455 



 汚泥リサイクルパークでは、し尿・浄化槽汚泥を発酵させた汚泥発酵肥料エコプンを販売しています。 

 花や畑の肥料にご利用ください。 

 （町内会、老人会、小中学校等は無料です。） 

○料金 150円（1袋15キログラム入り） 

○販売・問合せ 

  汚泥リサイクルパーク（上越市大字小泉947） ☎025-520-2088 

 レディース検診（子宮頸がん・乳がん）を実施します。必ず事前予約をお願いします。 

 ※定員になり次第締め切ります。 

○日 時 9月3日（金） 午後（受付：12時30分～13時） 

○場 所 中郷保健相談センター 

○予約先 健診予約専用ダイヤル ☎025-521-6231、025-521-6233 

○問合せ 市民生活・福祉グループ ☎74-2691 

 病気や事故に遭ったときの治療に使われている輸血用血液は、すべて献血で賄われています。血液は長期

保存ができないため、安定的に確保する必要があります。多くの方のご協力をお願いします。 

 

○実 施 日 8月27日（金） 

○受付時間 ①10時～11時45分 ②13時～15時30分 

○会  場 ①、②とも日曹二本木工場 大会議室 

○問 合 せ 市民生活・福祉グループ ☎74-2691 

 道路舗装の傷み、穴、側溝の破損など、道路施設の破損個所を発見したら、中郷区総合事務所までお知ら

せください。 

○問合せ 総務・地域振興グループ ☎74-2411 

 4月から5月にかけて行いました「緑の募金」について、中郷区の募金額は１２８，６７０円となりました。 

 ご協力ありがとうございました。 

 皆様からいただきました募金は、公共施設への植樹、緑の少年団の育成、森づくり事業や記念植樹事業、森

林整備などの緑化事業に活用させていただきます。 

○問合せ 総務・地域振興グループ ☎74-2411 

 夏休み期間中に、家族やお友達とバスに乗って思い出を作りましょう！詳しくは、広報上越をご覧くださ

い。 

○対 象 者 小学生（幼児も含む）、中学生・高校生 

○割引運賃 小学生（幼児も含む）…1乗車50円（現金のみ、市営バスは幼児無料） 

      中学生・高校生   …1乗車100円（現金のみ） 

○期  間 7月22日（木）～8月25日（水） 

○問 合 せ 市内の路線バスに関すること：頸城自動車㈱ ☎025-543-3178 

      市営バス・乗合タクシーに関すること：市交通政策課 ☎025-545-9207 



中郷区ホームページ 検索 
◇中郷区総合事務所だよりは、ホームページからもご覧いただけます。 

 写真などがカラーで見やすくなっています。ぜひ、ご覧ください！ 

 https://www.city.joetsu.niigata.jp/soshiki/nakago-ku/ 

 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、松ヶ峯トリムマラソン大会の中止が決定しました。楽しみに

していただいていた皆様には大変申し訳ございませんが、ご理解いただきますようお願いします。 

 その他の行事については、下記のとおり開催を予定しています。 

 

○中止が決定した行事 

 

 

 

 

○実施予定の行事（令和3年7月25日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ※今後の状況によって中止となる可能性があります。 

○問合せ先 教育・文化グループ ☎74-2695 

行事名 予定日 対象者 開催状況 

松ヶ峯トリムマラソン大会 令和3年10月17日（日） 一般 中止 

行事名 予定日 対象者 開催状況 

ラジオ体操区民地区大会 
令和3年7月26日（月） 

～8月2日（月）の平日 
区民 実施 

健康ウォーク 令和3年9月12日（日） 区民 実施予定 

歩くスキーとXCスキー大会 令和4年2月20日（日） 
小中学生 

一般 
実施予定 

 中郷区スポーツ協会では、7月26日から8月2日の平日に、区内6会場でラジオ体操地区大会を開催します。

参加を希望される皆様は集合時間までに会場にお集りください。 

 ぜひ、ご家族おそろいでご参加ください。（申し込み不要） 

○日程・会場 ※雨天の場合は中止（7月26日㊊を除く） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○集合時間：各日とも午前6時15分 

○問 合 せ：教育・文化グループ ☎74-2695 

 

開催日 会場 

7月26日（月） 
中郷総合体育館駐車場 

（雨天時は、総合体育館ピロティで実施） 

7月27日（火） 片貝地域生涯学習センターグラウンド 

7月28日（水） 二本木旧役場跡地 

7月29日（木） 中郷小学校グラウンド 

7月30日（金） 藤沢児童遊園 

8月  2日（月） 旧岡沢小学校 



検索 

日 曜日 内            容 

2 月 7/26～8/2 ラジオ体操区民地区大会 【区内各所】 『教』 

10・

11 

火・

水 

岡沢拠点収蔵施設の一般公開 【岡沢拠点収蔵施設（旧岡沢小学校）】 

 10時～16時 『歴』 

14 土 なかごう夏花火 【妙高サンシャインランド駐車場周辺】 20時～20時30分 『ま』 

19・

20 

木・

金 
夏休み学習室 【中郷コミュニティプラザ】 13時～15時30分 『は』 

20 金 無印良品移動販売 【区内各所】 12時20分～15時30分 『総』 

21 土 わくわく体験教室 【中郷コミュニティプラザ】 10時～16時 『さ』 

27 金 献血 【日曹二本木工場 大会議室】 10時～11時45分、13時～15時30分 『福』 

『総』総務・地域振興グル―プ ☎74-2411 『福』市民生活・福祉グループ     ☎74-2691 

『教』教育・文化グループ   ☎74-2695 『は』はーとぴあ中郷(中郷地区公民館) ☎74-2338 

『ま』中郷区まちづくり振興会 ☎74-2455 『保』中郷保育園           ☎74-2029 

『小』中郷小学校       ☎74-2010 『中』中郷中学校           ☎74-2032 

『さ』中郷区さとまる学校   ☎78-7310 『社』社会福祉協議会中郷支所     ☎81-6033  

『歴』歴史博物館       ☎025-524-3120 

 今年度、小学校・中学校では「さとまる学校」との連携を図りながら「自己有用感」を高める声がけなど

の活動を始めました。そこで、「自己有用感」を高めるために必要なことについて、中郷中学校の西條校長

先生に詳しくお聞きしました。 

 

○中郷中学校西條校長先生より 

  「自己有用感」とは、他者や集団との関わりにおいて、自分の存在価値を感じること、誰かの役に立て 

 たという成就感や、誰かに必要とされているという満足感！と言われます。（国立教育政策研究所生徒指 

 導研究センター） 

  「自己有用感」が高いと、集団の中で他者と協同しながら主体的に生活できるようになることから、幼 

 い頃から学校や家庭・地域で育むべきと言われています。これまでも皆さんは、「自己有用感」という言 

 葉を意識しなかったけれども、しっかりと育むための取組を行ってきているのです。ですから、新たに 

 チャレンジするという感覚ではなく、これまで以上に、次のような意識を持って子どもと接していただけ 

 ればと思います。 

≪「自己有用感」への意識度チェック！≫ ☑してみましょう！ 

 「地域の子どもは地域で育てる」という「中郷区」のスローガンを達成するために、ぜひとも皆さんにも 

 上記の5つを意識して「勇気づけの言葉かけ」をお願いします！ 

 □ 子どもが褒めてほしいと思っていることを褒めていますか？ 

 

 □ 大人から積極的に話しかけていますか？ 

 

 □ 子どもが話を聞いてほしいと思うときに、話を聞いていますか？ 

 

 □ 子どもと将来のことについて、話をしていますか？ 

 

 □ 子どもに学校でどんな勉強をしているのか聞いていますか？ 


