
      

 

名立区の世帯数・人口（7 月 1 日現在） 

■世帯数 965 世帯（+4 世帯） ■人口 男:1,116 人（-1 人） 女:1,187 人（-4 人） 計:2,303 人（-5 人） 

 

－1－ 

２０２２年 

 

 

８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。 

 

編集・発行： 

上越市名立区総合事務所 
名立区名立大町 365 番地 1 

TEL 025-537-2121 

か 

 市のホームページではカラーでご覧いただけます。  

 

 新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、2 年間中止となっていた「名立まつり」が、

「2022 ふるさと名立・夏まつり」として 3 年振りに実施されます。 

不動・上名立・下名立・北部の４地区でそれぞれ前夜祭を開催し、８月 20 日にまつりイベ

ントと海上花火大会が開催される予定です。皆さんで夏まつりを楽しみましょう。  

 
  

地 区 日 時 会 場 内 容 

不 動 
8 月 15 日（月） 

8 月 16 日（火） 
不動地区一帯 

「不動地区ふるさと夏まつり」 

盆踊り、子ども花火、川遊び、

ブナ林散策、大花火大会ほか 

上名立 
8 月 7 日（日） 

午後 5 時～ 

ろばた館駐車場 

公民館上名立分館グラウンド 

獅子舞（折平）、フリーマーケッ

ト、綿あめ、ミニ花火大会ほか 

下名立 
8 月 14 日（日） 

午後 5 時～ 
宝田小学校体育館前駐車場 

「納涼宝田縁日」 

水ヨーヨー、射的、LED で宝田

タワー、アイディア提灯ほか 

北 部 
8 月 14 日（日） 

午後 6 時～ 
名立地区公民館グラウンド 

「平和を考える」 

キャンドル寄せ書き、キャンプ

ファイヤー、こども広場ほか 

 

 

 
■日にち 8 月 20 日（土） 

 
≪ちびっこ広場≫ 

■時 間 午後３時～ 

■会 場 うみてらす名立健康広場 

■内 容 凧揚げ、水ヨーヨー、射的など 
 

≪夕陽イベント≫ 

■時 間 午後５時～ 

■会 場 うみてらす名立芝生広場 

■内 容 名立里神楽（獅子舞、山幸）、 

名立太鼓連中、少年名立太鼓、 

名中ソーラン、糸魚川吹奏楽団 

■日 時 8 月 20 日（土）

午後 8 時～ 

■会 場 名立漁港西防波堤 

■内 容 オーダー花火、 

「みんなで花火…

スターマイン！」

の打ち上げ 

※新型コロナウイルスの感染拡大状況によっては、  

中止や内容が変更となる場合があります。  

■問合せ 2022 ふるさと名立・夏まつり実行委員会  

（名立まちづくり協議会）  

☎537-2182 

 

 



花火やバーベキュー、墓参りなどで火気の取扱

が多くなる時期です。火災予防のため、次のこと

に気をつけましょう。 
 

◆仏壇のろうそくや線香は、倒れたり火種が飛ん

だりしないようにしましょう。火が消えるまで

注意を怠らないようにしましょう。 

◆バーベキューや花火をする時は、水バケツを用

意し、火の始末は確実にしましょう。 

◆住宅用火災警報器の点検をしていますか？定期

的な点検と 10 年を目安に買い替えをしましょ

う。 

◆ガソリン等の危険物は、中身が気化し噴出する

恐れがあるため、涼しいところで保管しましょ

う。 

◆消毒用アルコールは揮発しやすく、火種があれ

ば常温でも引火しやすいため、風通しがよく、

涼しい場所に設置して使用しましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 名立区総合事務所では、東飛山線の各種乗車券

を販売しています。ぜひご利用ください。 

◆サポーター乗車券 

土日祝日限定で購入者及びそのご家族が乗り

放題となる乗車券 

◆学生定期乗車券 

高校生、大学生および専修学校等に通う学生が

対象の定期乗車券 

◆一般定期乗車券 

 学生定期乗車券の対象者以外の方が対象の定

期乗車券 

■問合せ 

総務・地域振興グループ ☎537-2121 

  教育・文化グループ    ☎537-2126 

 

市営バス「東飛山線」の 

サポーター乗車券・定期乗車券を販売中 
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暑い日が続き、海や川、プールなど、アウト

ドアでのレジャーを楽しむ機会が増えます。水

難事故を防ぐため、次のことに気を付けましょ

う。 
 

◆必ず子どもから目を離さないようにしましょ

う。 

◆海や川などで遊ぶ時は、ライフジャケットを

着用しましょう。 

◆危険な場所には近づかないようにしましょ

う。 

◆気象情報に注意し、天候が悪いときは遊泳を

避けましょう。 

◆体調が優れないときは、入水を自重しましょ

う。 
 

※不審な漂着物を発見した際は、県危機対策課 

（☎025-282-1636）へご連絡ください。 

≪７月 25日（月）～8月 14日（日）≫ 

夏休み期間中、小・中・高校生は、市内の路線

バスと市営バスが、１乗車につき小学生以下は

50 円（市営バスは未就学児無料）、中学生と高

校生は 100円で利用できます。 

利用の際は、運転手に「小学生です」などと申

し出てください。 

夏休み中のイベントや施設利用などにぜひバ

スをご利用ください。 

■期 間 7月 23日（土）～8月 28日（日） 

■問合せ  

頸城自動車㈱      ☎543-3178 

総務・地域振興グループ ☎537-2121 

 

汚泥肥料エコプンの販売 

 汚泥リサイクルパークでは、し尿・浄化槽汚

泥を原料とした汚泥肥料エコプンを販売してい

ます。1袋 15キログラム入りで 150円です。

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。） 

■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 



 

◆デジタルギャラリー◆ 
名立区内で撮影した写真・動画を募集します。

公民館まつり作品発表会の会場において、画面に

映し出す予定です。 

みんなに教えたい名立の絶景・楽しそうに遊ぶ

子どもたちの姿など、何気なく撮影した写真や動

画でも OK！盆踊り大会や名立まつりの写真な

ど、お気軽にどうぞ。 
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市のホームページでは、しずくをカラーで掲載し
ています。また、名立区フォトニュースも随時更
新していますので、ぜひご覧ください。 
http://www.city.joetsu.niigata.jp/soshik
i/nadachi-ku 検索 名立区 しずく 

名立地区公民館図書室からのお知らせ 

 

◆名立区公民館まつり 作品発表会◆ 
「名立区公民館まつり」に展示する作品を募集

します。 

絵画・書・手芸作品・工作など、秋に向けて 

準備をお願いします。 

秋に向けて準備をお願いします！ 

 ◆上名立地区作品展◆ 
秋にろばた館で開催予定の作品展に展示する 

作品を募集します。 

絵画・書・手芸作品・工作など、秋に向けて 

準備をお願いします。 

それぞれの詳しい応募方法は、今後のしずくに 

掲載しますので、今からご準備をお願いします。 
 
■問合せ 教育・文化グループ ☎537-2126 

◆ふるさと上名立フォトコンテスト◆ 
上名立（折平～下瀬戸地区）で撮影した、風

景・人物・自然などの作品を募集します。 

 上名立地区作品展で展示し、来場者の投票に

より入賞作品を決定します。 

◆名立区公民館まつり ステージ発表会◆ 
11月に開催予定の「名立区公民館まつり」で 

発表する団体を募集します。 

こんな本が読みたい！ 

というリクエストを 

お待ちしています！ ★児童書★ 

『あつかったら ぬげばいい』 

『ふしぎ駄菓子屋 銭天堂１２』 

『わけあって絶滅しました。  

世界一おもしろい絶滅したいきもの図鑑』 

『ムーンヒルズ魔法宝石店１ 

 魔女パールと幸運の８つの宝』 

『ペネロペおはなしえほん  

 ペネロペ おおきくなったら なにになる?』 

 

★一般書★ 

『ズボラさんの作り置き』 

『子宝船 きたきた捕物帖(二)』 

『マスカレード・ゲーム』 

『マンガでわかる! 認知症の人が見ている世界』 

  

【申込み・問合せ先】 

第 14回えちご・くびき野 100ｋｍマラソン 

実行委員会 

名立区部会事務局（名立区教育・文化グループ） 

☎537-2126 

◆10月２日（日） 

コースのクリーン作戦 

◆10月９日（日） 

スタート会場の運営補助 

野生鳥獣による農作物などの被害状況の把握に

ついては、上越市鳥獣被害防止対策協議会が行っ

ています。 

イノシシなどの野生鳥獣による被害が発生した

場合は、春先にお配りした「農作物・農地・農業

用施設の鳥獣被害調査票」に必要事項を記入のう

え、市役所農村振興課または名立区総合事務所に

提出してください。 



 

  

 

   

 

 

 

日 曜日 内  容 日 曜日 内  容 

1 月 ●ひらはら内科クリニック夏休み ～7日 14 日 ●下名立地区前夜祭、北部地区前夜祭 

  ●固定資産税第 2期、   ●名立北地域ふれあい活動(北部盆踊り大会内) 

  国民健康保険税第 1期、    [名立地区公民館グラウンド 午後 6時～] 

  後期高齢者医療保険料第 1期、 15 月 ●不動地区ふるさと夏まつり（前夜祭） ～16日 

  介護保険料第 4期の各納期限 16 火  

  ●すこやかサロン 17 水 ●ほんわかカフェ 

  （1日・4日・8日・18日・22日・29日）   [名立地区公民館 午前 9時 30分～11時 30分] 

  [名立地区公民館 午前 9時 30分～11時 30分] 18 木  

2 火 ●わくわくふれあい教室 19 金 ●し尿汲み取り収集日 

  [名立地区公民館 午前 7時 40分集合]   ※申込みは上越市環境衛生公社（☎543-4121）へ 

  ●はつらつ健康教室   ●夏休み☆宿題お手伝いルーム 

  （2日・9日・23日・30日）   [名立地区公民館 午前 9時 30分～] 

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

  ●ひろば水遊び（2日・4日・9日・10日・18日・ 20 土 ●2022 ふるさと名立・夏まつり 本まつり 

  24日） [たちばな子育てひろば 午前]   [ちびっこ広場：うみてらす名立 午後 3時～] 

  ●ふるさとのくらし伝承活動(2)   [夕陽イベント：うみてらす名立 午後 5時～] 

  [不動地域生涯学習センター 午後 8時～]   [海上花火大会：名立漁港西防波堤 午後 8時～] 

3 水 ●無印良品移動販売 [名立地区公民館 ほか] 21 日  

4 木  22 月 ●ひろばお楽しみ会 [たちばな子育てひろば 午前] 

5 金  23 火  

6 土 ●造形広場 [名立児童館 午後 1時 30分～] 24 水 ●夏休み☆宿題お手伝いルーム 

7 日 ●うまいもん市 [ろばた館 午前 11時～午後 1時]   [名立地区公民館 午前 9時 30分～] 

  ●上名立地区前夜祭 25 木 ●ひろば身体計測、栄養相談日  

8 月    [たちばな子育てひろば 午前] 

9 火 ●マイナンバーカード出張申請受付   ●レディース検診 ※要予約 [名立地区公民館 午後] 

  [名立地区公民館 午後 1時 30分～4時] 26 金  

  ●ふるさとのくらし伝承活動(3) 27 土 ●映画会 [名立児童館 午後 1時 30分～] 

  [不動地域生涯学習センター 午後 8時～] 28 日  

10 水 ●行政相談会  29 月  

  [名立区総合事務所 午前 10時～正午] 30 火  

11 木 山の日 31 水 ●市・県民税第 2期、 

  ●飯島歯科医院夏休み ～15日   国民健康保険税第 2期、 

12 金    後期高齢者医療保険料第 2期、 

13 土    介護保険料第 5期の各納期限 

◆8 月の休館日 

 毎週月曜日 

（1 日・8 日・15 日・

22 日・29 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・中止する場合があります。 

8 月 7 日（日） 

午前 11 時～午後 1 時 

■販売品 五目おこわ、夏野菜、 

うぐいすもちなど 

■販売員 深雪加工グループ、 

八友会、操美会 

※販売品は変更になる 

場合があります。 

 

ろ ば た 館  ☎538-2635 
総務・地域振興グループ  

☎537-2123 

－４－ 

行政相談委員が、道路や年金、労働など、行政に

関する困りごとの相談をお受けし、内容に応じて必

要な助言や関係行政機関などへのあっせんを行いま

す。 

相談は無料で、相談内容は秘密が厳守されますの

で、お気軽にご相談ください。 

■日 時 8月 10日（水） 

午前 10時～正午 

■会 場 名立区総合事務所 1階 第 1会議室 

■問合せ 総務・地域振興グループ ☎537-2121 


