
　新型コロナウィルスの影響で、お家にいることが多くなり、
自由に外へ出て、買い物をしたり、食事をしたり、親しい人
と会っておしゃべりすることも我慢という日々が続いて、今
までの普段の生活がいかに幸せなことだったかを思い知らさ
れました。自粛は少しずつ緩和され、あたりまえにあった日
常の活気を取り戻しつつあるように感じます。
　今年も、地域の人たちの手によって、花壇に色とりどりの
お花が植えられました。どこのお家のお花も、青々とした新
緑も、ことのほか綺麗で『花と緑』に癒されます。危機感を
拭い去ることはできないけれど、今までもこれからも、みん
なみんなが頑張って、みんなみんなで支え合って、この状況
を乗り越えていきましょう！！
                           　　　　　　　　　 ＜大貫　弘美　記＞

　                 かわら版や自治協議会活動についてのご意見、
ホームページに掲載してほしい情報を募集しています。住所・
氏名・連絡先をご記入の上、下記自治協議会事務局宛てに郵
送、FAX、またはメールでお送り下さい。

〒956-8601　（住所記載不要）
秋葉区役所 地域総務課 企画担当
FAX / 0250-22-0228
メール / chiikisomu.a@city.niigata.lg.jp

このロゴマークは『楽しく秋葉区に住む』とい
うことで、家が微笑んでいるように「AKIHA」
の文字をタテに並べたものです。

中央区・古町にある日本アニメ・
マンガ専門学校で、職員として働
く傍、マンガ家活動を行う。無類
のバイク好き。

作者：シカクメガネ（秋葉区出身）
詳しくはこちら
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Facebook、ホームページ
でも情報発信中！
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「アキハスムプロジェ
クト」のお揃いのポ
ロシャツを着用して、
秋葉区のPRをしな
がら活動しています。

ジチキョー２期目の７０歳
愛犬のトイプードル樹里ちゃん
とのお散歩が日課

【プロフィール】

編 集 後 記 募 集 し て い ま す ！
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※対談の全容は秋葉区役所ホームページをご覧ください。  http ://www.c i ty .n i igata . lg . jp/ak iha/

（区　長）雰囲気がいいです。新潟市の中心部とは全く違うも
のを感じます。
（会　長）秋葉区のまちづくりで力を入れたい部分があったら、
教えてください。
（区　長）秋葉区は里山の風景、歴史と文化があり、鉄道、石油、
花といった他にない魅力も多くあります。すべてを有機的につ
なげていけるようになればいいと思います。
（会　長）10年、20年先をイメージしたときに、秋葉区がこんな
まちになったらいいということがあったら聞かせてください。
（区　長）ネット社会を最大限に生かし、持続可能なものにし
ていくことが期待されるとすると、秋葉区で自然に浸かり生活
しながら、ボタンを押せばお互いにつながり合えて仕事ができ、
会議、リモート飲み会などができるような環境が評価される世
の中になるのではないかと思うのです。地方で生活すること、
仕事をすることが価値を生み、秋葉区のようなところが注目を
集めていく可能性があると思っています。

（区　長）秋葉区では「Akiha 女子」などの取組みもあり、リ
アルな反応が期待できる、活動のしがいがあるということでは
ないでしょうか。
（会　長）最後に、区長から一言いただければと思います。
（区　長） 元気を出していきましょうということです。「秋葉区
げんき！宣言」をこれからもしていきたい。多くの人を元気づ
ける秋葉区でありたいと思っています。
（会　長）「秋葉区げんき！宣言」を浸透させて、ますます元気
な秋葉区になっていくように、一緒に頑張りましょう。

夏目秋葉区長

秋葉区の未来について語り合いました。

と

金子自治協議会長 が

特 別 対 談
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（会　長）コロナ禍以降、首
都圏に住む方々の地方への
移住希望が急速に上がって
いるそうです。今が大逆転
の前夜なのではないかとい
う気がしています。
　これから大事になってく
るのは、女性に選ばれるま
ちなのではないかと思いま
す。女性が、ここに住みたい
と思うまちにこそ未来がある。そのための条件が秋葉区にはあ
ると思います。

（会　長）新型コロナウイルス感染症が及ぼす、秋葉区への影
響について区長のお考えを聞かせてください。
（区　長）地域や個人の家庭生活への影響が見えにくいので、
秋葉区自治協議会で細かな意見交換や状況報告がされているこ
とは大変ありがたいと思います。
（会　長）秋葉区民が気軽に自分の状況や思いを集められる意
見箱を自治協議会として設置しますので、集まった声をまちづ
くりの参考にしてください。このコロナ禍で都市部がリスクに
弱いことを実感しました。地方だからこそ危機に強いところが
あるのではないかと思っています。
（区　長）コロナの影響については、秋葉区くらいの規模ですと、
東京のように大きな次の波が来ることなく、経済もうまく回し
ながら付き合えるのではないかという気がします。
（会　長）秋葉区のさまざまな魅力がこの危機によって、浮き
彫りにされたように感じます。区長にとって、どういったとこ
ろが秋葉区の一番の魅力ですか ?

（区　長）政令指定都市とし
ての便利さ、どこからでも
アクセスしやすいほどよさ
があると思います。
　また、適度な自然、緑が
心を豊かにし、やすらぎを
与える環境だと思います。
（会　長）私は一目見たとき
から、理想として探してい
た地域に近いと感じ12年

も居着いてしまったのです。区長のお住まいも秋葉区にある
そうですが、住んでみて、いかがですか。
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秋葉区自治協議会本会議の協議内容をお知らせしてい
ます。    毎月第 2 金曜日 10:07 ～    　　　　

毎月第２水曜日　12：20～
（再放送　第２水曜日と同じ週の土曜日9：00～）
【9月～ 3月の放送予定】          
9/9（水）・12（土）   10/14（水）・17（土）  11/11（水）・14（土）
12/9（水）・12（土）  1/13（水）・16（土）  2/10（水）・13（土）
3/10（水）・13（土）

ラジオ版「あきはくはつものがたり」

ラジオチャット  エフエムにいつ   ７６．１MH z

『クリック！秋葉区』内「自治協通信」

＜その22＞
委員の所属団体の活動

一般社団法人 新津青年会議所（新津ＪＣ）の活動

　新津青年会議所では青少年の健全育成を支援する活動を行っ
ており、この度の新型コロナウイルスの感染拡大防止対策支援
として、子どもたちに少しでも安心して学校生活を送ってもら
えるように、５月８日に区内の小学校を中心に次亜塩素酸水を
寄贈いたしました。

　鉄道の街としてのイチオシは新津東町の新津地域学園内に
ある「新津鉄道資料館」。新潟で活躍したＳＬや新幹線など実
車展示を行っており、館内には実際の電車の運転席を使用し
た運転シミュレーターの体験もできます。関係資料の展示も
多岐にわたり、大人から子供まで楽しめる内容です。　　　
　　　　　　　　                       ＜レポート　川名　伸明＞

【おすすめスポット】

秋葉区自治協議会では本会議、各部会を傍聴する
ことができます。定員10名。直接会場へどうぞ。

※部会は、第１部会、第２部会、第３部会のほか、広報部会があります。

自治協議会からのお知らせ

【8月～ 3月の会議開催日程】
●本会議　8月 28日（金）・9月 25日（金）・10月 30日（金）・11月 27日（金）・12月 25日（金）・1月 29日（金）
　　　　　2月 26日（金）・3月 26日（金）　　　＊13:00 ～　区役所 6階　601・602会議室
●部会　本会議の後などに開催

　また今後も地域活性化や青少年育成に貢献できるような活
動を行ってまいります。
　会員資格は２０～４０歳までで、新入会員を年間通して募
集しています。少しでもご興味のある方、ぜひ一緒に活動し
てみませんか？
（問い合せ：０２５０－２２－０１２１ 新津商工会議所内）

　忙しい日常のほんの少しの時間、気持ちをかるーくしに来
ませんか？幼稚園から中学生の子どもがいるママ３人で開催
しています。ホッと一息つける場所が身近にあったらいいな
という想いから立ち上がった子育てサロンです。お子様と一
緒はもちろん、ママだけの参加もできます。

お母さんの心のホッとスペースおひさま

【開催案内】
・日時：毎月１回月曜日10時半～ 12時（不定期）
・会場：荻川の「みそら野会館」と「あおば通町内会館」
           （月替わりで交互に行っています）
・問い合せ
   メール  akiha.ohisama@gmail.com
　　　　　　　　　　　　　　　＜レポート　須田　渚＞

　６年目を迎えました。今年はコロナ感染症の影響で開催が出
来ていませんが、皆さんのホッとスペースになりますように、
これからものんびりと続けていきます。ぜひ遊びに来てみてく
ださいね。

　お話をしたり、楽しいミニイベ
ントも行ったりしています。ジャ
ム作り、梅酒シロップ作り、おに
ぎりパーティ、簡単スープ作り、
骨盤体操、お肌のお話、メイク講
座、ストレッチ講座、足もみ講座、
アロマクラフト、ハーバリウム
ワークショップ、絵本らいぶ、ボー
ドゲーム遊びなどです。

9/11（金）・10/9（金）・11/13（金）・12/11（金）
1/8（金）・2/12（金）・3/12（金）

秋葉区自治協議会 
今年度はこのメンバーで頑張っていきます！

  会長   副会長

公募委員
金子 洋二

大正大学　准教授
阿部 光子

荻川コミュニティ振興協議会
羽生 隆夫

新潟市秋葉区社会福祉協議会
伊藤 治好

秋葉区スポーツ協会
伊藤 直

新潟薬科大学
伊藤 美千代

花水 真由美
新潟市立新津第三小学校
地域教育コーディネーター

宮腰 由紀子
支え合いのしくみづくり会議
生活支援コーディネーター

原 武幸
小須戸商工会

蓮沼 美宣
新津西部コミュニティ

推進協議会

本田 富義
公募委員

本多 恵子
新津さつき農業協同組合

保科 代志夫
山の手コミュニティ協議会

湯田 幸栄
阿賀浦コミュニティ協議会

島倉 美代子
公募委員

渡邉 彩
新潟中央短期大学  講師

田中 幸一
満日コミュニティ協議会

長谷川 啓子
秋葉区民生委員

児童委員連絡協議会

大貫 弘美
まちの茶の間 
だんだん・嶋岡

前田 祐子
新津商工会議所

川名 伸明
一般社団法人 新津青年会議所

青木 貞義
金津コミュニティ

振興協議会

須田 渚
公募委員

松田 正志
新関コミュニティ協議会

小林 俊介
新津中央コミュニティ協議会

佐藤 喜代一
小須戸コミュニティ協議会

佐々木 富雄
新津東部コミュニティ協議会

佐々木 美佳子
特定非営利活動法人
ディンプルアイランド

荒井 武雄
秋葉区文化振興協会

古田 治
小合地域コミュニティ協議会

（順不同）


