中央区だより

まちとぴ
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town topics

地域を守るマツの苗の植樹

礎地域の魅力あふれるマップ完成
10 月６日・13 日、西海

礎地域コミュニティ協議会（以下「同

岸公園内の海浜植物園脇

コミ協」
）が地域の歴史や魅力を知って

に浜浦小および関屋中の

もらおうと「魅力たっぷり礎 MAP」を

児童・生徒約 100 人のほ

発行しました。

か、地域の皆さんがマツの

マップの作成には中央公民館も協力し

苗 800 本を植樹しました。

ました。同館主催の講座には同コミ協役

平成 25 年から実施して

員や地域の皆さんが参加し、２年にわたり

いるこの取り組みは今年

地域への理解を深めながら、まちの見ど

で６年目を迎えます。汐

ころなどを調査して地図にまとめました。

見台周辺の海岸林を再生し、地域を強風や飛砂から守るため、近隣の皆

マップはクロスパルにいがた
（中央公
民館、
同コミ協事務室）
で配布中です。

同コミ協の会長・竹林正克さんは「今までよく分かっ

さんや関係団体が一丸となってマツを植え、育てています。

ていなかった礎町という名前の由来をみなとぴあの学

13 日に参加した浜浦小１年の阿部直裕くん＝写真右＝は「土が硬くて

マップ作成の様子

掘るのが大変だったけど、周りの人から『掘り方がうまくなったね』と褒

められました。来年もみんなを誘って来たいです」と話してくれました。

芸員にも聞きながら調べました。はっきりした文献はな
いものの、新潟が発展していく基礎となるよう、当時の

県知事・楠本正隆がこの名前をつけたと推測されます」と笑顔。
「このマッ

この日は９本植えたという直裕くん。「来年は 15 本植えたいです」と

プを片手にたくさんの人に歩いてもらい、信濃川と萬代橋に近いこの地域

笑顔で目標を話してくれました。

に誇りを持つきっかけにしてほしいですね」と呼び掛けます。

Ñ同公民館利用団体などによる演奏会
Ç先着120人
Ö当日直接会場
Ü同コンサート実行委員会・太田
（☎277-4834）

旧齋藤家別邸
秋の庭園ライトアップ

■ファインダーのこっち側
（初冬編）
Ä12月６日
（木）午後７時～８時30分
Ñ渡部佳則さん
（写真家）による作品や撮影エピソー
ドなどの講話、ほか
Ç18歳以上先着40人
Öあす５日
（月）
から電話で同館へ

同館庭園の紅葉シーズンに合わせ、夜間ラ
イトアップを実施します。関連企画としてお
茶席も設けます。色とりどりのモミジが照らし
出される幻想的な光景を楽しんでみませんか。

Å旧齋藤家別邸 ※ 11 月 12 日（月）は休館。
ライトアップ中は庭園散策はできません。
Ü同館（210-8350）

ライトアップ情報
Ä 11 月 10 日（土）～ 18 日（日）午後５

時 30 分～７時 30 分
É ライトアップ協力金 200 円 ※小学生以
上。別途入館料（一般 300 円、小・中学生
100 円）が必要。

公民館・図書館

図書館

関連企画
ライトアップ限定茶席
Ä 11 月 11 日（日）～ 18 日（日）午後５時

30 分～７時 30 分
Ñ抹茶とチョコレート和菓子のセットの提供
※数量限定。各日ともお茶菓子がなくなり次
第終了。É 1,000 円

Ñ来年のえと・亥の正月飾りを切り絵で制作
Ç20歳以上先着20人
持 筆記用具
É300円
Ö11月７日
（水）
から電話で同館へ

※公民館の申込受付は午前９時から

中央公民館 ☎224-2088

鳥屋野地区公民館 ☎285-2371

〒951-8055 中央区礎町通3-2086

〒950-0972 中央区新和3-3-1

■ひよこファミリーらんど
Ä11月６日（火）
・13日（火）
・15日（木）
・20日（火）
・
27日
（火）午前10時～午後４時30分（15日は午後１
時から）
Ñ保育室の開放
Ö当日直接会場
Ç乳幼児と保護者
※スタッフはつきません。保護者が責任をもって利
用してください。13日はイベント「ひよこデイ」を開
催。午前11時～正午にミニコーナー「みんなでトー
ク」
、午後２時30分～３時は絵本の読み聞かせを実
施します。昼食を持参して、みんなで一緒に食べま
せんか。

東地区公民館 ☎241-4119

■子育てサロン
「ふらっと」

■子育てサロン
「のんのん」
Ä11月５日～26日の毎週月曜午前10時～午後２時
（出入り自由、昼食の持参可） ※このほか、11月４
日
（日）
・10日
（土）
・11日
（日）午前10時～午後３時
保育室の開放を実施。
Ñ自由遊び ※毎回午前11時から絵本の読み聞かせを実施
Ç３歳以下の乳幼児と保護者
Ö当日直接会場

持 ＝持ち物

期日

毎週火曜♥
および
11／29（木）♥

８◆ 木

時間

11：00～11：20
※終了後、
「絵本なん
でも相談タイム」
あり

土

11：00～11：30

11

日

14：00～14：30

15♥ 木

11：00～11：30

１

土

11：00～11：30
13：30～14：00

■０歳児の子育てサロン
「まんまる」
Ä11月26日
（月）
午前10時～11時30分
Ñ自由遊び、情報交換、ほか
Ç０歳児と保護者
Ö当日直接会場

毎週金曜♥
11／23を除く

11：00～11：20

■児童期・思春期家庭教育学級
（全２回）
Ç小・中・高校生の保護者先着30人
Öあす５日
（月）
から電話で同館へ
時間 午前10時～11時30分

11月

12/１ ネットトラブルから子どもを守る
（土） 講師 渡邊剛志さん
（e-ネットキャラバン講師）
12/15 からだとこころを支える子どもの食生活
（土） 講師 伊藤久子さん
（管理栄養士）

石山地区公民館 ☎250-2930

ほんぽーと
中央図書館
（☎246-7700）

11：00～11：30
14：00～14：30 ■赤ちゃんタイム
17 土
毎週火・木曜
※14:00の回は子ども
11月
10：
00 ～13：00
司書による読み聞かせ
おはなしのへやで赤
22◇ 木 10：30～12：00 ち ゃ ん と ゆ っ く り 過
ごしてください。
11：00～11：30
24 土
14：00～14：30
11：00～11：30
14：00～14：30

テーマ・講師

会場・問い合わせ

11：00～11：30

10

日

12月

土

10：30～11：00

11★ 日

11：00～11：30

10

12月

21

水

24

土

鳥屋野図書館
（☎285-2372）
10：30～11：00 ■赤ちゃんタイム
毎週金曜10：00～12：00
10：30～11：00

１

土

14：00～14：30

２

日

14：00～14：30

11：00～11：30 生涯学習センター図書館
（☎224-2120）
11月
14：00～17：00 ■赤ちゃんタイム
23◇ 祝
（１組10分程度） 毎週金曜10：00～13：00
17◇ 土

♥は乳幼児向け、
◆はわらべうた、
★は紙芝居、
◇は個
別の読み聞かせ

〒950-0852 東区石山1-1-12

■心に響く冬のコンサート
Ä12月２日
（日）
午後２時～４時

■切り絵で作る正月飾り
Ä12月５日
（水）
午後１時30分～３時30分

■おはなしのじかん
Ö当日直接会場

25

Ä11月12日
（月）
午前10時～11時30分
Ñ自由遊び、情報交換、ほか
Ç未就園児と保護者
Ö当日直接会場

期日

〒950-0083 中央区蒲原町7-1

Ä＝日時 Å ＝会場 Ñ ＝内容 Ç ＝対象・定員

平成30年11月４日

本紙掲載の催しに参加する際は、できるだけ公共交通
機関をご利用ください。

É ＝参加費（記載のないものは無料） Ö＝申し込み Ü ＝問い合わせ

