
私たちの地域をもっと住みよく、もっと元気にするため、地域の皆さんが行う「まちづくり活動」

を募集したところ、名立区では 8 件の提案をいただきました。地域協議会での審査 

の結果、提案のあった 8 件すべての事業を採択しました。 
 
≪今年度採択された事業≫ 全 8 事業 補助額合計 4,477 千円 

事業名【採択額】 団体名 事業概要 

名立区いきいきサロン運営事業  

【347 千円】  

名立区いきいき  

サロン運営協議会 

地域の高齢者の閉じこもり防止、健康維持や介護予

防を目的に、運動や茶話会などを行う「いきいきサ

ロン」を実施する。  

名立区の魅力を創造し発信する  

事業 

【740 千円】  

NPO 法人名立の

100 年後を創造

する会 

自慢のふるさとを再発見し、名立区の魅力を発信す

ることを目的に、名立 IC 前の景観整備、宇山観察会、

謙信公祭の狼煙上げ、宇山の魅力を学ぶ講座、写真

コンテスト等を実施する。  

名立小泊機雷爆発地慰霊碑・  

供養地蔵堂保存伝承事業             

【1,000 千円】 

名立小泊  
機雷爆発地慰霊碑・供養地蔵堂の保存と伝承を目的

に、地蔵堂の破損個所の修復及び機雷爆発事件につ

いての伝承学習会等を行う。  

不動地区  キラッと輝く地域づ  

くり活動内外発信事業  

【455 千円】  

輝く里不動の会  

新たに発足した会の目的や活動を発信することで、

交流や移住しようとする人を増やし、地域の「誇り」

と住民の「元気」の再生を目的に、ホームページと

地区広報「不動」を作成する。  

不動地区  キラッと輝く地域づ  

くり活動事業  

【540 千円】  

輝く里不動の会  
「みずの森フェスティバル」や「灯の回廊」の実施

など、地域資源を生かした地域づくり活動を行うこ

とで、地域の誇りと地域住民の元気の再生を目指す。 

名立駅マイ・ステーション作戦

事業 

【272 千円】 

名立駅マイ・ステ

ーション作戦実行

委員会 

名立駅の利用促進と駅を拠点とした地域活性化を目

的に、駅の環境整備と情報発信、たよりの発刊、イ

ベント等を実施する。  

名立区老人クラブ連合会グラウ

ンド・ゴルフ推進事業  

【123 千円】  

名立区老人クラブ

連合会 

グラウンドゴルフ大会を開催するため、不足する器

具を購入し、外出自粛等による運動不足の解消や、

会員同士の交流機会の創出を行う。  

名立まちづくり計画推進事業  

【1,000 千円】 

名立まちづくり  

協議会 

地域支え合い事業等、車両を使う事業の安全性の確

保、輸送の効率化のため、車両を購入し、名立まち

づくり計画の推進に向けた事業を実施する。  

 

                            

２０２２年 

 ７月号 
水は貴重な資源です。滴が集まり流れをつくり、森を育み海を豊

かにします。水は名立区のキーワードであり、まちづくりに向けた一

人ひとりの力の結集を重ね合わせ、表題を「しずく」としました。 
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の実現に向けて 

～名立が目指す将来像～ 

 市のホームページではカラーでご覧いただけます。  

 

6 月 5 日（日）午前 8 時 30 分から、名立地区公民館グラウンドで操法訓練、規律訓練を実施

しました。コロナ禍で 2 年間操法訓練が中止となっていましたが、当日は名立方面隊の全消防部

の団員 76 人が参加し、名立分遣所職員の指導を受け、円滑な消火活動に向けた訓練を行いました。 

 令和 4 年に入り、区内では住宅火災、芝

火災の 2 件の火災が発生しています。ご家

庭でも火災予防に努めていただくととも

に、名立方面隊の活動にもご支援、ご協力

をお願いします。  

 

 



≪名立区における期日前投票≫ 

■日時 7月 4日（月）～7月 9日（土） 

午前 8時 30分～午後 7時 

■場所 名立区総合事務所 1階 第一会議室 

 

≪名立区以外の期日前投票会場≫ 

■6月 23日（木）～ 市民プラザ 

■7月 4日（月）～ 各総合事務所、 

エルマール、イオン、 

福祉交流プラザ 

参議院議員通常選挙 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

シーサイドバーク名立 

夏休み期間の営業案内 
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＜夏休み営業期間＞ 

  7月 29日（金）～8月 21日（日）のうち 

金・土・日・祝日 及びお盆に営業 

※お盆は 8 月 15 日（月） 

※8 月 22 日（月）以降は、土・日・祝日のみ営業 

7月 10日（日）は、参議院議員通常選挙の投

票日です。投票時間は午前 7 時から午後 7 時ま

でです。仕事などで投票日に投票できない場合

は、期日前投票をお願いします。 

なお、投票する際は「入場券」を忘れずにお持

ちください。 

■開園時間 

 午前 9時 30分～午後 5時 

 ※ビックボブスレー、ローラースライダーは

正午から午後 1時までは休止します。 

※夏休み期間並びに 8月 27日（土）は「上

越市こどもの日パスポート」の利用はでき

ませんので、ご注意ください。 

 

■問合せ 

 施設経営管理室     ☎520-5744 

 総務・地域振興グループ ☎537-2123 

名立の伝統を守る有志の会では、江崎長造（江崎長三郎の長男）と北

村喜代松（彫刻師）の彫刻、岡友（詳細不明）の書の展示を行います。

これらは、区内の神社に奉納されたものですが、現在は個人が保管して

います。 

名立区の歴史と伝統を伝える貴重な作品です。ぜひ、ご覧ください。  

なお、展示中は有志の会が立ち合いますので、ご希望の方には作品の

紹介をさせていただきます。 

■期 日  7月 23日（土）、24日（日）  

■時 間  午前 8時 30分～午後 10時 

■場 所  名立コミュニティプラザ 

上越市無形民俗文化財並びに地域の宝に認定されている 7 月 7 日からの江野神社祗園祭は、今年

も新型コロナ感染症防止の観点から神輿や山車の巡行は中止となりました。現在のような形になって

300 年以上の歴史を有し、後世に伝える地域の伝統行事の継承と地域振興の一助として、各町内管

理の山車飾り等の展示を行います。山車に取り付ける「バレン」と呼ばれる幕飾りも広げて展示する

予定ですので、ぜひ、ご覧ください。 

■期 間  ７月 3日（日）～７月 17日（日） 

■場 所  名立コミュニティプラザ及び 

名立地区公民館第 3会議室 

■展示物  名立大町各町内所蔵の山車飾り等 
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健診・がん検診を受けましょう 

■名立地区公民館の健診・がん検診日程 

 日にち 時間 

健診・がん検診 
7月26日（火） 午前・午後 

7月27日（水） 午前のみ 

レディース検診 8月25日（木） 午後のみ 

※がん検診のみ受診する場合も予約が必要です。 

※予約済みの方には健診２週間前頃に受診券を送

付します。そのため、予約は健診３週間前まで

に済ませてください。 

 
 

 

 

■予約先 

市民生活・福祉グループ ☎537-2122 

健診当日の持ちもの 

受診券、健康保険証、健診料金 

 

～ふるさとのくらし伝承活動～ 

◆伝統の盆踊りを覚えて踊ろう◆ 

 明治時代から不動地域に伝わる、「八社
や し ゃ

五社
ご し ゃ

」・

「ヨーホイ」の講習会を開催します。 
 
■日にち 7月 26日（火）、8月 2日（火） 

     8月 9日（火） 

■時 間 午後 8時～9時 

■ところ 不動地域生涯学習センター 

■持ち物 飲み物（水分補給用） 

■参加費 無料 

■申込み 必要ありません 

■講 師 草間 ヨサノ さん 

■問合せ 教育・文化グループ ☎537-2126 

 

名立・北御牧友好協会では、令和 4 年度の個人会員を募集しています。協会に加入して、東御市

北御牧地区との交流を楽しみましょう！ 

■主な活動内容 

〇火のアートフェスティバルツアー 

毎年 10月に東御市で開催される「火のアートフェ

スティバル」に合わせ、バスツアーを企画します。 

〇北御牧・名立フレンドシップ！ 

 子どもたちがお互いの地を行き来し、その土地なら

ではの体験を通して親睦を深める交流会です。 

（海の交流会、山の交流会） 

※活動内容は年度当初の計画であり、新型コロナウイル

スの感染拡大状況によっては、延期または中止となる

場合や、事業内容が変更となる場合があります。 

名立・北御牧友好協会事務局（総合事務所  

総務・地域振興グループ）に会費をご持参の上

お申し込みください。 ☎537-2121 

■会費：一口 1,000円（年額） 

■会員特典（会員および同行者が対象） 

・東御市内の温浴施設などで割引が受けられま

す。 

・北御牧の特産品トウモロコシをプレゼント！ 

※特典の詳細は、別途回覧するチラシをご覧くだ

さい。 

◇室内では 

・扇風機やエアコンで温度調節 

・遮光カーテン、すだれ、打ち水を利用 

◇屋外では 

・日傘や帽子の着用 

・日陰の利用、こまめな休憩 

◇からだの蓄熱を避けるために 

・通気性のよい、吸湿性・速乾性のある衣服を

着用する 

・保冷剤、氷、冷たいタオルなどで体を冷やす 

◇こまめに水分を補給する 

・室内でも屋外でも、のどの渇きを感じなくて

も、こまめに水分、塩分、スポーツ 

ドリンクなどを補給する 

 

◇高温や多湿といった環境下でのマスク着用は 

熱中症のリスクが高くなる恐れがあります 

・屋外で人と十分な距離（２ｍ以上）を確保できる

場合には、マスクをはずす 

・マスクを着用する場合には、強い負荷の作業や運

動は避け、こまめに水分補給をする 
 
◎特に注意したい方々 

・子どもは体温の調節能力が十分に発達していない

ので、気を配る必要があります。 

・熱中症患者の約半数は 65歳以上の高齢者です。 

※高齢者は暑さや水分不足に対する感覚機能や体

の調整機能も低下しているので、注意が必要で

す。 

・障がい者、障がい児には、特に気を配りましょう。 

お気軽にご参加

ください！ 



        

  

日 曜日 内  容 日 曜日 内  容 

1 金  16 土 ●うみてらす名立 屋外プールオープン 

2 土 ●うみてらす名立 屋内プールオープン   [屋外プールの営業日 7/16～8/21] 

  屋内プールの営業日  17 日 ●うみてらす名立誕生祭 

    7/2・7/3・7/9・7/10・7/16～8/31、 18 月   海の日 

  9月の土・日・祝日   ●不動山登山 2022 

3 日 ●無印良品移動販売 [名立地区公民館 ほか] 19 火  

  ●わくわくふれあい教室 20 水 ●ほんわかカフェ 

  [名立地区公民館 午前 8時 20分集合]   [名立地区公民館 午前 9時 30分～11時 30分] 

4 月 ●参議院議員通常選挙名立区期日前投票 ～9日  21 木  

  [名立区総合事務所 午前 8時 30分～午後 7時] 22 金 ●ひろばプール [たちばな子育てひろば 午前] 

  ●すこやかサロン   ●夏の交通事故防止運動 ～7/31 

  (4日・7日・11日・14日・21日・25日・28日)   ●ひらはら内科クリニック休診 ～8/7 

  [名立地区公民館 午前 9時 30分～11時 30分] 23 土  

5 火 ●はつらつ健康教室（5日・12日・19日） 24 日  

  [名立地区公民館 午前 9時 30分～11時] 25 月  

6 水 ●保育園・ひろば合同避難訓練 26 火 ●ひろばプール [たちばな子育てひろば 午前] 

  [たちばな子育てひろば 午前]   ●名立区健診（検診） ※要予約 

  ●ひろばお楽しみ会 [たちばな子育てひろば 午前]    [名立地区公民館 午前・午後] 

7 木    ●ふるさとのくらし伝承活動(1) 

8 金    [不動地域生涯学習センター 午後 8時～] 

9 土 ●七夕子ども会 [名立児童館 午後 1時 30分～] 27 水 ●名立区健診（検診） ※要予約 

10 日 ●参議院議員通常選挙投票日   [名立地区公民館 午前のみ] 

  ●うまいもん市 [ろばた館 午前 11時～午後 1時] 28 木 ●ひろばプール [たちばな子育てひろば 午前] 

11 月    ●夏休み☆宿題おてつだいルーム 

12 火 ●ひろば読み聞かせ [たちばな子育てひろば 午前]    [名立地区公民館 午前 9時 30分～11時 30分] 

13 水  29 金 ●夏休み☆宿題おてつだいルーム 

14 木 ●ひろば育児相談日 [たちばな子育てひろば 午前]    [名立地区公民館 午前 9時 30分～11時 30分] 

15 金 ●し尿汲み取り収集日 30 土 ●映画会 [名立児童館 午後 1時 30分～] 

  ※申込みは上越市環境衛生公社（☎543-4121）へ 31 日  

7 月 10 日（日）午前 11 時～午後 1 時 

■販売品 笹ずし、五目おこわ 
■販売員 ひまわり会 
※販売品は変更になる場合があり
ます。 
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◆7 月の休館日 

毎週月曜日（祝日の場合はその翌日） 

（4 日・11 日・19 日・25日） 

◆開館時間 

火曜日～木曜日：午前 9 時～午後 7 時 

金曜日～日曜日：午前 9 時～午後 9 時 

新型コロナウイルス感染症の影響等により、 

延期・中止する可能性があります。 

名立区の世帯数･人口（6月 1日現在） (  )は先月との比較 
■世帯数 961世帯(－1 世帯) ■人口 男:1,117人(－6 人)、女 1,191 人(-3 人) 計:2,308 人(－9人)    

9月上旬まで販売し

ます！ 

なくなり次第終了

となります。 

普通盛 700 円 

大盛  850 円 

夏休みに入るこの時期は、開放感から起こる事

故や、夏のレジャーによる疲労運転等から起こる

事故が懸念されます。 

次のことに気をつけ、ゆとりをもった運転で交

通事故を防止しましょう。 

 

 

 

 
① 横断歩道は歩行者が優先です。 

  横断しようとしている歩行者がいる 

ときは、必ず一時停止しましょう。 

② 居眠り運転などの疲労運転は危険です。 

疲れているときは、運転を避けましょう。 

③ 二日酔いも飲酒運転になります。 

飲酒運転は絶対にやめましょう。 

  

 

 スローガン 

『「さあどうぞ」 笑顔でゆずる 夏の道 』 
 

 

ろ ば た 館   
☎538-2635 

 


