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中郷区総合事務所だより
１０月２５日号
中郷区の人口・世帯数

男1,685人（-2人）女1,749人（-7人） 合計3,434人（-9人） 世帯数1,331（-5）

※令和3年10月1日現在

（

）は先月との比較

中郷区さとまる学校では、１０月３０日（土）に中郷コミュニティプラザで「福祉フェスタ」を開催しま
す。飲食ブースや癒しコーナー、子供体験コーナーなどを予定しています。イベントの詳細については新聞
折り込みチラシをご覧ください。
なお、今後の新型コロナウイルス感染症の状況により、イベント内容の変更や中止となる場合がありま
す。
○日
○場
○内

時：１０月３０日（土） １０時～１５時
所：中郷コミュニティプラザ
容：癒しブース・飲食物品販売
音楽演奏（サックス＆ボーカルユニット『桜フレンズ』）
健康相談室、ちびっこミニ縁日、昔ながらの工作体験
○そ の 他：会場では、感染症対策として名簿の記入及び手指の消毒、
マスクの励行を徹底します。
各ブースの売上金の一部は赤い羽根共同募金へ寄付します。
○問 合 せ：中郷区さとまる学校 ☎７８－７３１０

▲昨年の様子

二本木駅鉄道まつり実行委員会（事務局：中郷商工会）では、１１月３日（水・祝日）に駅前で「鉄道ま
つり」を開催します。
今回は、二本木駅前通りを通行止めにし、人が乗れる楽しいミニ新幹線を無料運行するほか、音楽コン
サート、体験コーナー、二本木駅登録文化財を見学するツアー等を実施する予定です。
中止となってしまった２年分の思いも込めて、「鉄道まつり」を実施しますので、ぜひお越しください。
なお、今後の新型コロナウイルス感染症の状況や当日の天候によって内容の変更や中止となる場合があり
ます。
○日
○場
○内

時：１１月３日（水・祝日） ９時３０分～１４時
所：二本木駅及び二本木駅前（歩行者天国）
容：ミニ新幹線の運行、中郷中学校吹奏楽演奏、中郷小学校ダンス披露
二本木駅登録文化財ツアー、高校生アンサンブル演奏、コンサートなど
○そ の 他：感染症対策として、マスク着用、検温、消毒をお願いします。
○注意事項：イベント当日は、二本木いろは前から二本木駅入口の区間を通行止め
とします。ご協力お願いします。
○問 合 せ：中郷商工会 ☎74-2061

令和３年１０月２５日

▲ミニ新幹線

中郷区総合事務所だより

ガス水道フェア2021中郷会場を下記の日程で開催します。皆さまお誘い合わせの上、ぜひお越しくださ
い。
○日

時：１１月６日（土） ９時３０分～１６時
１１月７日（日） ９時３０分～１６時
○会 場：はーとぴあ中郷（中郷区文化祭会場内）
○内 容：最新ガス機器の展示販売
節水型トイレの展示販売
温水暖房実演
○その他：今年は新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、お子様向けイベント、調理実演・試食等
は実施しません。また、今後の状況によりイベントの中止や内容変更となる可能性があります。
○問合せ：ガス水道局南部営業所 ☎0255-78-5123

防災行政無線の更新工事完了に伴い、旧防災行政無線受信機からの放送が11月
30日（火）に終了します。
新しい防災行政無線受信機に更新されなかった世帯については、順次、各世帯
を業者が訪問し受信機を回収していますが、改めて受信機の更新を希望される世
帯は、11月5日（金）までに中郷区総合事務所まで連絡をお願いします。
○問合せ：総務・地域振興グループ

☎74-2411

▲旧防災行政無線受信機

「植物の持っている癒しの力」で日々の疲れを
癒しませんか。
○日
時：11月12日（金） 13：30～15：00
○会
場：中郷保健相談センターピロティ
○内
容：こけ玉づくり、寄せ植え
○定
員：10名
○参 加 費：こけ玉・寄せ植え共に1作品につき
300円と植物代が別途かかります。
○申込締切：11月10日（水）
○持 ち 物：バケツ、ビニール手袋
○そ の 他：寄せ植えをされる方は、直径20㎝位
までのかわらや小皿、植木鉢等をご
持参ください。
○申込み・問合せ
上越市社会福祉協議会中郷支所
☎81-6033
※どちらの講座も申し込みが必要です。

▶
こ
け
玉

自分色の卓上飾りを作りませんか。組み合わせ
てオアシスに挿すだけで、あなた好みで世界に一
つだけの卓上飾りが出来上がります。
○日
時：①11月18日（木）13：30～15：30
②12月8日（水）10：00～12：00
③12月11日（土）10：00～12：00
○会
場：中郷コミュニティプラザ
○内
容：クラフト飾り
○定
員：各日10名
○参 加 費：2,000円
○申込締切：①11月10日（水）
②③11月30日（火）

▶
寄
せ
植
え

▶
卓
上
飾
り

中郷区内や妙高市内を走る乗合タクシーは、利便性向上のため、昨年１０月に停留所の追加や定時便の増
便を実施しました。今後も乗合タクシーを残していくために、買い物や通院などにぜひ乗合タクシーをご活
用ください。
○定時運航便の利用方法（予約不要）
【停留所に行く】
出発時間までに停留所へお越
しください。
※予約不要

【乗車・運賃支払い】
乗車したら、運転手に目的地
を伝え、運賃をお支払いくだ
さい。

【目的地で降車】
目的地の停留所に到着！

○予約運行便（デマンド便：要予約）のご利用方法

【電話で予約】
始発時刻の1時間前ま
でに電話で予約して
ください。
①利用者氏名
②電話番号
③利用予定の路線名
と利用時間
④乗車場所と降車場
所
を伝えてください。

【予約受付】
※タクシー会社から
『（利用者氏名）さ
んですね。予約を受
け付けました。「確
認内容＝▲日の□時
□分までに●●停留
所までお越しくださ
い」』
と予約内容の確認が
あります。

【乗車・運賃支払い】
予約した時間までに停
留所へ行き、乗合タク
シーに乗車してくださ
い。
運転手に目的地を伝
え、運賃をお支払いく
ださい。

【目的地で降車】
目的地の停留所に到
着！

○予約先
関山ルート 新井タクシー ☎0120-222-825（毎日午前6時～午後7時）
岡沢ルート アイエムタクシー ☎0800-800-5579（毎日午前6時～午後7時）
※通話料は無料です。
※予約運行便は、各便始発時刻の1時間前までに電話予約が必要です。
※乗合タクシー乗車時、直接運転手に次回の予約をすることも可能です。
○問合せ 総務・地域振興グループ

☎74-2411

令和3年度は、毎月第3金曜日に移動販売車が中郷区を訪れます。
１１月は１９日（金）に来ますので、ぜひお越しください。なお、販売場所と時間については、１０月と
同日程の予定（板橋11：30～12：00、日曹前12：20～12：50、岡沢13：15～13：45、片貝14：15～14：35、
コミプラ前15：00～15：30）ですが決定しましたら防災行政無線でお知らせします。
地域の活性化向上のため、一緒に出店していただける方も随時募集しています。
○問合せ：総務・地域振興グループ

☎74-2411

日

曜日

内

10/30

土

福祉フェスタ

3

水

鉄道まつり

6.7

土.日

9

火

容

10時～15時 【中郷コミュニティプラザ】
9時30分～14時 【二本木駅周辺】

『商』

中郷区文化祭（生涯学習フェスティバル） 9時～16時
119番の日 ～あわてず はっきり

9～
火～月 秋季火災予防運動
15

～おうち時間

13時30分～15時

『は』

家族で点検 火の始末～

金

こけ玉づくり

18

木

クリスマス・お正月飾りづくり

19

金

無印良品移動販売 11時30分～15時30分 【区内各所】
☎74-2411
☎74-2695
☎74-2455
☎74-2010
☎78-7310
☎74-2061

【はーとぴあ中郷】

正確に～

12

『総』総務・地域振興グル―プ
『教』教育・文化グループ
『ま』中郷区まちづくり振興会
『小』中郷小学校
『さ』中郷区さとまる学校
『商』中郷商工会

『さ』

【中郷保健相談センターピロティ】 『社』
13時30分～15時30分

【中郷コミュニティプラザ】『社』
『総』

『福』市民生活・福祉グループ
『は』はーとぴあ中郷(中郷地区公民館)
『保』中郷保育園
『中』中郷中学校
『社』社会福祉協議会中郷支所

☎74-2691
☎74-2338
☎74-2029
☎74-2032
☎81-6033

中郷地区公民館の各講座や自主活動グループの作品展示のほか、各芸能団体の皆さんによる「音楽芸
能のひろば」が開催されます。生涯学習フェスティバル及び作品展示の詳細については、配布しました
チラシをご覧ください。
なお、飲食を伴うバザー等の催し物は、感染症予防対策の観点から中止させていただきます。
●ピアノ教室発表会
・日時 11月6日㊏ 9時30分～
・会場 はーとぴあ中郷 ホール

●第3回縄文まつり
・日時 11月7日㊐ 9時～12時
・会場 はーとぴあ中郷玄関前広場
●音楽芸能のひろば
・日時 11月7日㊐ 13時～15時
・会場 はーとぴあ中郷 音楽ホール

○主催 中郷区生涯学習フェスティバル実行委員会（問合せは、はーとぴあ中郷へ）
※詳しくは、配布しましたチラシをご覧ください。

はーとぴあ中郷（中郷地区公民館） 上越市中郷区二本木１７６３番地
TEL:74-2338 FAX:74-4181
※休館日：毎週月曜（祝日・休日の場合は翌日）、年末年始（12月29日～1月3日）

◇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。
中郷区ホームページ
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/
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