
　月１回の全体会議では、さまざまな議事について審議を行っています。
会議は傍聴もできます。次回の開催日程は下記のとおりです。
Ä１月25日（金）午後３時から
Å中央区役所（NEXT21）５階　対策室	 傍聴者の定員　先着15人　
※議題は、市役所本館や中央区役所、東出張所、南出張所に掲示す
るほか、区ホームページに掲載します。

※中央区だよりは２・３面に掲載しています
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地域コミュニティ協議会

公共的団体
市民団体、NPO法人

区民の皆さん

部 会活動を紹介します

自治協議会の主な議事（9 ～ 12 月）

９月

10月

・特色ある区づくり予算（区役所企画事業）について意見聴取
・「中央区自治協議会の方向性（案）」について説明
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自

地域と行政のかけはしとして～編集部会より

　委員の任期もあと２カ月余り。自治協議会だ
よりで各部会の取り組みなどを紹介し、計画か
ら実施までの活動を肌で感じた 22 カ月でした。
今後も多くの方から自治協議会に関心を持って
いただけるよう工夫し、地域と行政のかけはし
の役目を果たしていきます。 座長　細川三千夫

子どもが真ん中！ 地域と学校の協働による取り組み

地域と学校部会

福祉・安心安全部会

　中央区における「地域防犯」をテーマに、事例集の作成をしています。
住民有志が行う防犯パトロールや児童登下校時の声掛け、さらに企業や
専門学校の取り組みなど、区内でも多様な活動が行われています。
　委員自ら取材を通して見えてきた、携わる方々の活動の想いや抱えて
いる課題など、広くお伝えできれば
と目下編集中です。
　この事例集は、町内会・自治会、
幼稚園・保育園、学校や公共施設な
どにお配りする予定です。
　誰もが安心して暮らせるまちづく
りに寄与するために、地域全体で温
かく見守る体制を少しでも広げてい
ければと思います。
　　　　　　　　　　座長　渡邉隆幸

テーマは「地域防犯」　 事例集作成中

　２年間にわたり「子どもが真ん中！地域と
学校でつくる学びの未来～提案型協働事業」
を実施しています。
　今年度は、白山小学校こども見守り隊に
よる「地域みんなが見守り隊」事業と、新
潟青陵大学の学生グループと浜浦小学校３

年生による「新
潟じまん たんけんたい」事業の２事業につ
いて、当部会が「協働の要」として学校や関
係機関の調整役・助言役となりながら進めて
います。
　子どもたちが地域に愛着と誇りをもって健
やかに育ち、地域のつながりが紡がれていく
一助となれば幸いです。　　　　
　　　　　　　　　　　　　座長　井上基之

11月

12月

水辺とみなと部会 

開港150 周年記念のカレンダー  小・中学校などに配布

地域活性化部会
「新潟湊町物語」  多くの来場者でにぎわう

区民の皆さんの意見の調
整や取りまとめを行い、
地域課題の解決に取り組
んでいます。

　昨年10月８日に「新潟湊町物語」と題
し、古町界隈で「湊町新潟」が育んだヒ
ト・モノ・コトの魅力を体験・体感できる
イベントを実施し、市内外から多くの
方々に参加していただ
きました。 　     
座長　淺野昌禧 

公募委員を募集しています
　４月１日から2年間活動する中央区自治協議会の公募委員を
募集しています。募集概要は中央区だより１月６日号のほか、
区ホームページに掲載しています。

参加者の声
・湊町新潟の伝統文化を楽しめる
  素晴らしい企画だと思う。
・普段気軽に行けない場所で貴重な
  体験をすることができて良かった。
・古町の魅力を再発見できた。

・特色ある区づくり予算（区役所企画事業）について自治協議会より回答
・「中央区自治協議会の方向性」について報告
・「中央区区ビジョンまちづくり計画」に係る中央区の取り組み結果   
  について報告

・中央区自治協議会委員の改選について説明
・今後の除雪体制などについて報告

　新潟開港 150 周年の記念カレンダーを作成し、12 月上旬に中央区内の小・
中学校や公共施設などに配布しました。
　開港 150 周年を子どもか
ら大人まで幅広い世代に理
解していただけるよう議論を
重ね、歴史ある湊町新潟の変
遷や風景を盛り込みました。
　日頃、何気なく目にしてい
る新潟西港の美しい風景や
港で活躍する船舶、開港か
ら現在までの歴史などに興
味を持っていただき、今後の
新潟市の発展・繁栄を考え
る機会となることを願って
います。
　　 　　　  座長　外内光春

区のまちづくりに参加しませんか

38人の委員が4つの専門部会に所属し、それぞれの分野で取り組みを行っています。

有明台コミ協による見守り活動
（ひまわりクラブを利用する児童の帰宅支援）

かき正はなれでの
伝統工芸体験

勝楽寺での雅楽演奏会

鏡淵小学校の子どもたちに外内座長（写真中央）
よりカレンダーを贈呈（各クラスに掲示予定） 新潟 “じまん” を学習中

古町花街ま
ちあるき

バンダナをつけて見守り

・中央区自治協議会委員の改選について説明

区

祝
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月 日
歴史と文化の薫りただよう、
うるおいとにぎわいのまち

中央区

平成31年
区の人口 （住民基本

台帳による）

中央区だより
第　　 　 号283

※平成30年12月末現在の住民
基本台帳による。転出予定者を含
まず。（　）内は前月末比。

人口…… 175,938人	（－64）
　男………83,694人	（－33）
　女………92,244人	（－31）
世帯………87,072帯	 （－4）

中央区だより2 平成31年１月20日

関屋地区公民館　☎266-4939
〒951-8164　中央区関屋昭和町3-148-1

■子育てネットまつぼっくり
Ä２月１日～22日の毎週金曜午前10時～正午
Ñ絵本の読み聞かせ、ほか
Ç乳幼児と保護者	 Ö当日直接会場	
■おもちゃの修理「おもちゃ病院にいがた」
Ä２月１日（金）午前10時～正午
Ñ壊れたおもちゃの修理
É無料（実費負担の場合あり）	 Ö当日直接会場

万代市民会館　☎246-7711
〒950-0082　中央区東万代町９-1

■カラオケ交歓会
Ä１月27日（日）正午～午後３時30分　※受け付け
は午前11時30分から	
Ñ同館で活動しているカラオケグ
ループの発表会
Ç先着280人
Ö当日直接会場

Ä＝日時　Å ＝会場　Ñ ＝内容　Ç ＝対象・定員　　 ＝持ち物　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　持

公民館など
※公民館の申込受付は午前９時から

東地区公民館　☎241-4119
〒950-0083　中央区蒲原町7-1

■親子で‼あそぼ
Ä２月２日（土）午前10時～11時40分

石山地区公民館　☎250-2930
〒950-0852　東区石山1-1-12

■子育てサロン「木戸っこくらぶ」
Ä１月25日（金）午前10時～11時30分
Å木戸公民館（東区山木戸２）
Ñ自由遊び、手遊び、読み聞かせ、ほか
Ç未就園児と保護者
Ö当日直接会場
■ご近所だんぎ～お茶席での和を楽しむ
Ä１月28日（月）午後１時30分～３時30分

Ñ抹茶の楽しみ方などの話を聞いたあと、参加者同
士で茶話会
É100円
Ö当日直接会場
■ファインダーのこっち側（向春編）
Ä２月28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21日（月）から電話で同館へ

中央区の事業者の皆さんへ

中央区だよりに を掲載しませんか
　中央区だよりでは、区内事業者のサービス・商品などの紹介に活用し
てもらうため広告枠を設け、広告掲載を希望する事業者を募集します。
対象　中央区に本社や営業所を有する事業所
募集する号　2019 年 4 ～９月の毎月第１・３日曜日号
募集枠数　先着 72 枠（12 号×６枠）※各号、１事業者１枠
広告サイズ　縦約 3.9cm ×横約 7.6cm
掲載回数　１回の申請につき４回まで　※５回以上の掲載を希望す
る場合は２回申請する必要があります
掲載料　１回 15,000 円、２回 25,000 円、３ 回 34,500 円、４ 回
40,000 円　※５回以上は 40,000 円に
４回を超える回数の金額が加算されます
配布数　中央区内のおよそ 70,000 世
帯に戸別配布
申 所定の用紙に必要事項を記入し、2 月
22日（金）までに地域課へ 　※用紙は
同課の窓口およびホームページで取得
できます 問 同課（☎223-7035）

広 告

広告イメージ

　新潟を代表する老舗料亭の昼食を
味わいながら、古町芸妓の舞を鑑賞
する企画「料亭の味と芸妓の舞」を開
催します。芸妓さんとの会話や、写
真撮影を楽しむこともできます。家
族や友人と一緒に、伝統ある新潟の
おもてなし文化を堪能しませんか。

料亭の味と芸妓の舞

時間　正午～午後１時30分（芸妓は舞
を含めて１時間程度。記念撮影を希望
する場合はカメラをご持参ください）
Ç各日20～30人程度（会場により異な
ります）
É5,000円（行

い き な り や
形亭、小三、鍋茶屋は

6,500円。飲み物代は別途必要）
Ö★印の会場は、２月14日（木・必着）までに、はがきまたはメールに、参
加希望日、代表者の郵便番号・住所・氏名・電話番号、参加者全員の氏名（最
大５人）を記入し地域課（〒951-8553（住所記入不要）またはメールchiiki.
c@city.niigata.lg.jp）へ　※当選者のみ２月22日までに案内を発送
　その他の会場は、２月６日（水）から電話で新潟三業協同組合（☎222-
2237、午前10時～午後４時、日曜・祝日休み）へ　
Ü 地域課（☎223-7054）

■同日開催「古町まち歩き」
　新潟シティガイドの案内で鍋茶屋通りなど古町花街の見どころを巡り
ながら、料亭へ行くことができます。まち歩きだけの参加も可能です。
時間　午前10時50分～11時45分　
集合場所　西堀ローサ内「出逢いの広場」
Ç各日先着10人 É500円
Ö２月６日（水）から各開催日の７日前までに電話で新潟シティガイド（☎
090-1807-3013、午前９時～午後６時）へ

開催日 会場

３/２（土）
一〆

きらく

３/５（火） ★行形亭

３/７（木） かき正

３/８（金） ★鍋茶屋

３/９（土）
イタリア軒　螢 

小三（別館）

３/13（水） 金辰

３/23（土） 大善

Ñ親子遊び「鬼のお面と豆入れを作ろう」、絵本の読
み聞かせ、鬼ごっこ、ほか
Ç１歳８カ月以上の就学前児と保護者先着20組　
※きょうだいの同伴可
持飲み物、子どものおやつ、おしぼり、内履き
Ö２月１日（金）午後１時までにメール件名に「親子で
あそぼ申し込み」および本文に保護者と子どもの氏名
（ふりがな）、住所、電話番号、子どもの生年月日を
入力し同館（higashi.co@city.niigata.lg.jp)へ

芸妓さんと楽しく会話

みなとまち新潟のおもてなしを味わおう　１月３日、ふるまちモール７で年始恒例の路上書き初めが行
われました。

　訪れた人に正月の雰囲気を感じても
らおうと、古町７番町商店街振興組合
が 17 年前から毎年企画しています。
　まず、市民から公募した今年を表
す漢字「改」を巻菱湖記念時代館顧

問の磯島瑛俊さんが力強い筆遣いで書き上げました。
　その後、書道教室に通う中学生 20 人が縦２メートル、横 25
メートルの紙に新潟開港 150 周年をテーマに、港や国際交流に
関する言葉をしたためました。
　「水の被害に負けず努力してきた先人の知恵こそ特産物」と
書いた本田綾美さんは「新潟の歴史について調べ、昔の新潟は
水害が多かったことを知りました。水と上手に付き合い、新潟
を米どころにした昔の
人たちへの尊敬の気持
ちを込めました。いつも
より大きな紙に書くの
は緊張しましたが、上
手に書けたと思います」
と話してくれました。

開
港
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周
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≪広告欄≫

健康
・
福祉

■東地域保健福祉センター
明石2-3-25	 ☎ 243-5312

■南地域保健福祉センター
　新和3-3-1	 ☎ 285-2373
■中央地域保健福祉センター
関屋下川原町1-3-11	☎ 266-5172

Ä２/25（月）13：30~15：30
Å西堀ローサ　ジョイント・
ベース
Ç妊婦先着20人　※パート
ナーの参加可
持母子健康手帳

Ä２/８・15（いずれも金曜）
10：00~11：30
Å燕喜館（白山公園内）
Çおおむね生後６カ月未満
の子どもと母親先着20組
持母子健康手帳、バスタオ
ル、おむつなど赤ちゃんに
必要なもの

安産教室（全２回）
Ä２月27日（水）午後１時30分～３時30分、３月17
日（日）午前９時30分～正午
Å南地域保健福祉センター
Ç出産予定日が今年６～７月の妊婦先着20人
持母子健康手帳、筆記用具
Ö１月23日（水）から電話で健康福祉課健康増進係
（☎223-7237）へ

みんなでつながる子育てほっとサポート事業
■妊

にん

カフェ・育
いく

カフェ（毎月開催）
Ñ保健師や助産師への相談、参加者同士の情報交換、
沐浴体験（妊カフェ）、ほか	
É100円
Ö１月24日（木）午前８時30分
から携帯電話などで右の二次元
コードを読み取り、応募フォー
ムで申し込み　※読み取ること
ができない人はお問い合わせく
ださい。育カフェは月１回のみ
申し込み可。

妊カフェ（２月） 育カフェ（２月）

Ü親子の育ち合いルームtテ テ
ete（☎080-6250-3653）

■子育て講座「たっち」（毎月開催）
Ä２月13日（水）午前10時～正午

妊カフェ
申込先

育カフェ
申込先

Åはっぴぃmマ マamaはうす（神道寺1-5-44）　※20台
程度駐車可能
Ñ親子遊び、保健師・助産師による子どもの月齢に
合わせた関わり方や遊び方の紹介
Ç平成30年２～７月生まれの子どもと保護者先着20組
持母子健康手帳、バスタオル、動きやすい服装
Ö１月24日（木）午前８時30分から携帯
電話などで右の二次元コードを読み取り、
応募フォームで申し込み　※読み取るこ
とができない人はお問い合わせください
Üはっぴぃmamaはうす（☎278-3177、
水曜定休）

育児相談　
Ñ保健師などによる個別相談
持母子健康手帳、バスタオル
Ö当日直接会場
Ü各地域保健福祉センター　※入舟健康センター希
望者は、中央地域保健福祉センターへお問い合わせ
ください。
期日 時間 会場

２/１（金）13：30～15：00 ◆中央地域保健福祉センター

２/19（火）9：30～11：00 ◎入舟健康センター（北部総合コ
ミュニティセンター別館棟１階）

２/20（水）
9：30～11：00 ◎◆南地域保健福祉センター

13：30～15：00 ◎南地域保健福祉センター

２/21（木）13：30～15：00 ◎東地域保健福祉センター

◎は栄養士、◆は歯科衛生士による相談あり

はじめての離乳食
Ñ離乳食の始め方と進め方、試食
Çおおむね生後５カ月の子どもの保育者
持母子健康手帳、バスタオル
Ö１月23日（水）から各実施日の２日前までに電話で
市役所コールセンター（☎243-4894）へ
時間　午後１時30分～３時15分　※受け付けは１時
15分から

期日 会場 定員
（先着）

２/21（木） 南地域保健福祉センター 30人

２/28（木） 中央地域保健福祉センター 20人

ステップ離乳食
Ä2月21日（木）午前10時～11時30分　※受け付け
は９時40分から
Å南地域保健福祉センター
Ñ２回食・３回食への進め方、試食
Çおおむね生後６カ月以上の子どもの保育者先着30人

たっち！
申込先

持母子健康手帳、バスタオル、らくらく離乳食ガイ
ドブック（持っている人）
Ö１月23日（水）から２月19日（火）までに電話で市
役所コールセンター（☎243-4894）へ

のびのび育ちの相談会
　「落ち着きがない」「友達とのトラブルが多い」「か
んしゃくへの対応が分からない」など、子育てで気に
なることや困っていることについて、心理相談員や
保健師が親子遊びの様子を見ながら相談に応じます。
Ç１歳６カ月児健診を終えた未就園児と保護者
Ö電話で居住地区の各地域保健福祉センターへ
期日 時間 会場

２/１（金）

9：45～11：10

中央地域保健福祉センター

２/14（木） 南地域保健福祉センター

２/20（水） 東地域保健福祉センター

フッ化物塗布
Ä２月14日（木）午前９時30分～10時30分
Å東地域保健福祉センター
Ç４歳未満の子ども先着30人
持母子健康手帳	 	 É1,020円
Ö１月23日（水）から２月12日（火）までに電話で市役
所コールセンター（☎243-4894）へ

スマイルキッズ
（障がいのある子の保護者の集い）
Ä１月25日（金）	午前10時~11時30分
Å南地域保健福祉センター
Ñ参加者同士の情報交換、自由遊び、ほか
※午前10時30分から11時まで絵本の読み聞かせを
実施
Ç障がいのある子どもと保護者　※保護者のみの参加可
Ö前日までに電話で同センター（☎285-2373）へ

健康相談
Ñ保健師・栄養士による個別相談
持健診や人間ドックの受診結果（持っている人）
Ö締め切り日までに電話で各地域保健福祉センターへ

期日 会場 受付時間 申し込み
締め切り

２/８
（金） 南地域保健福祉センター ９：00～11：00 ２/６

（水）
２/８
（金） 東地域保健福祉センター 13：30～15：00 当日

直接会場
２/13
（水） 中央地域保健福祉センター 13：30～15：00 ２/12

（火）

Ä＝日時　Å ＝会場　Ñ ＝内容　Ç ＝対象・定員　　 ＝持ち物　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　持

　NEXT21 の１階アトリウムでお笑い大会を開催します。
  西堀 ROSA（ローサ）内にある、よろっ to ローサとまちなか活性化
実行委員会の共同開催です。まちなかでのお笑い決戦をぜひお楽しみ
ください。
予選会　１月26日、２月２日・９日（いずれも土曜）午後２時から
※２月９日は午前11時から
決勝大会　２月９日（土）午後２時から
ÅNEXT21・１階アトリウム
Ç椅子50席あり
Ö当日直接会場
Üよろっ toローサ（☎378-1137)、まちなか活性化
実行委員会（☎223-7082、総務課内）

お知らせ
市役所、区役所、関係機関からの情報
を掲載します。

老人憩の家「山潟荘」
休館のお知らせ
　浴室ボイラーの取り換え工事を行う
ため、下記期日まで休館しています。
休館期間　４月１日（月）まで
Ü健 康 福 祉 課 高 齢 介 護 係（ ☎223-
7216）

中央区社会福祉協議会
介護のつどい
Ä１月24日（木）午後１時30分～３時30分
Åほんぽーと中央図書館
Ñ講話「ベッドから車いすの移動の介
護・立ち上がりを助ける福祉用具の選
び方」、茶話会、相談窓口紹介、ほか
Ç先着40人 
É100円
Ö電話で同協議会（☎210-8720)へ

中央区教育ミーティング
Ä１月25日（金）午後１時～2時30分
Å中央区役所（NEXT21)５階　対策室
Ñ区担当教育委員と区自治協議会委員
による教育に関する意見交換
傍聴者の定員　先着15人
Ö当日直接会場
Ü中央区教育支援センター（☎223-
7026）

ふれあい掲示板
市民グループや地域のイベントなどの
情報を掲載します。※敬称略

講演会「DV予防のために 女性た
ちにはどんな刑法が望ましい？」
Ä１月26日（土）午後１時30分～３時30分
Å万代市民会館
Ñ谷田川知恵さん（大学非常勤講師）に
よる講演、グループワーク
Ç先着50人
Ö電話で女のスペース・にいがた（☎
231-3012）へ

男性向け講座「妻が育休後、職場
復帰します」（全２回）
時間　午後１時30分～４時
期日 テーマ

2/３
（日）

先輩パパに聞く　家の中のイライラ
撃退法「家事や育児を分担すれば、妻
のストレスは減る…ハズですよね」

2/24
（日）

保育士に聞く　パパの不安を解消す
る３つの方法「知ってナットク。これ
で安心。はじめての園生活」

Å県女性センター（上所２、新潟ユニ
ゾンプラザ内）
Ç妻が産後もしくは育児休暇を取得し
ている、または職場復帰を予定している
男性先着20人　※生後６カ月以上の就

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。
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学前児の保育あり・各回10人
É無料　※保育希望者は子ども1人に
つき１回200円
Ö電話で県女性財団（☎285-6610）へ

新潟青陵大学・短期大学部公開
講座「死別の悲しみの癒し方」
Ä２月17日（日）午後２時～４時
Å同大学（水道町１）
講師　碓井真史さん（同大学大学院臨床
心理学研究科教授）
Ç20歳以上先着100人
持筆記用具
É1,000円
Ö電話で４大学メディアキャンパス公
開講座担当（☎278-3875）へ

降雪時のごみ集積場の
除雪にご協力ください
　降雪時は、道路状況などに
よって家庭ごみの収集に遅れ
が生じ、通常どおりの時間帯

に 収 集 出 来 な
い 場 合 が あ り
ま す の で ご 理
解ください。
　積雪時は、ご
み 集 積 場 の 除

雪に地域の皆さんのご協力を
お願いします。
Ü廃棄物対策課（☎226-1403）


