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任期を終えて～編集部会より

　第６期自治協議会も終わろうとしています。編
集部会では当初から「自治協議会とは？」を基本
に考え、幅広い層から読んで頂けるよう、議論し
てきました。文字の大きさなど改善した事も多々
ありました。この２年間充実した時間を持てたこ
とに感謝しています。　　　  座長　細川三千夫

自治協初の取り組み　提案型による協働事業

地域と学校部会

福祉・安心安全部会

　当部会では、「地域包括ケアシステムの構築に向けた住民活動の推進」
を今期のテーマに取り組みを進めました。
　地域包括ケアシステムの構築は、誰もが住み慣れた地域で安心して暮
らし続けるための仕組みづくりであり、そのためには私たち地域住民の
力が不可欠です。
　中央区では、自治会などの地
縁組織をはじめ、ボランティ
ア、学校、企業など様々な団体
が、よりよい地域づくりを目指
して活動しています。そのよう
な活動を広く区民の皆さんに
知ってもらおうと事例集を発
行しました。
　事例集をご覧になって、ご自
身の地域活動を広げ、また考え
るきっかけになれば幸いです。
　               　座長　渡邉隆幸

　平成 29 年度に新設された当部会では、2
年間に渡り「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
しました。
　自治協議会の委員は、地域コミュニティの
代表者や有識者ではありますが、現在進行形
の地域課題を全て把握しているかと言えばそ

うではありません。地域で活動する各主体からの提案を受け、モデル的
に地域課題の解決に取り組むという「提案型協働事業」の手法は中央区
自治協議会としては初の取り組みであり、本来
の役割である「協議」に重点を置き、「協働の要」
として機能していくために大事であったと感じ
ています。
　当部会で取り組んだ事業が、地域と学校でつ
くる学びの未来に、そして自治協議会のより良
い運営と地域課題の解決へと繋がっていくこと
を願っています。  　　　　　   座長　井上基之

水辺とみなと部会 
湊町新潟の歴史と文化を継承

地域活性化部会
古町のさらなる活性化を目指して

　当部会では、湊町新潟の歴史と文化
を次世代に継承するため、新潟開港
150 周年にあたり、湊町新潟の発展・
繁栄について区民に周知し、意識醸成
を図る事業に取り組みました。
　平成 29 年度は、「何が湊町新潟の繁
栄を支えたのか」と題して、みなとぴ
あ副館長による講演会を開催し、多く
の方からご参加いただきました。

　平成 30 年度は、新潟開港 150 周年記念のカレン
ダーを作成し、港にまつわる史実や風景の美しさが
見る人に伝わるよう、写真や文章などを工夫しまし
た。完成したカレンダーは、子どもたちに関心をも
ってもらうきっかけとなるよう、区内の小中学校な
どに配布しました。子どもたちの健やかな成長とと
もに湊町新潟の歴史・文化が継承され、発展してい
くことを願っています。　  　　 　 座長　外内光春

　第 5 期中央区自治協議会の、区民と行政との「協
働の要」としての役割を果たすという目標を受け継
ぎ、2 年間、活発に議論を積み重ね、まちづくりや
地域課題の解決のため活動してまいりました。
　第 6 期に入り区自治協議会設置から 10 年以上経
過した現在も、市民・区民からの認知度が、今もっ
て低いと感じております。そこで、

私たちはまちづくりや、地域課題の解決をどのようにするのか議
論をし、検討を重ねてまいりました。さらに、各部会では、防災・
防犯、医療福祉、教育、産業、商店街、まちづくり等の提案事業
を進めてまいりました。また、開港 150 周年を記念したさまざま
な事業にも取り組みました。第７期も行政との協働で残っている
課題を検証し、取り組んでいってほしいと思います。　　

　当部会は、新潟の原点である「湊町」の歴
史と文化を後世に引き継ぎ、新潟島を活性化
することを目指し、2 カ年にわたり「新潟湊
町物語」を実施しました。
　平成 29 年度は、NEXT21 の 1 階アトリウ
ムにおいて、伝統工芸体験、パネル展示、新
潟小による古町スイーツの販売、古町芸妓に
よる日本酒の試飲販売などを催しました。
　平成 30 年度は、来訪者の回遊性を高めよう
と会場を面（古町界隈）に広げ、かき正はな
れと旧美や古をメイン会場に、伝統文化体験、
古町芸妓の舞の鑑賞、寺院での座禅体験や雅
楽の演奏会、古町花街周辺のまち歩きなどを
行いました。予想を上回る多くの方にご参加
いただき感謝するとともに、これからの古町
地区のさらなる活性化を願っています。
　　　　　　　　　　　　　 座長　淺野昌禧

地域の力を活かして安心安全な街づくりへ

▲新潟じまんたんけんたい
（平成30年度）

　次回の会議開催案内
Ä３月 19日（火）午後４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。

第６期中央区自治協議会間もなく任期満了

月 議事・報告

１月 ・「新潟市総合ハザードマップ」の全戸配布と説明会
　の開催について

２月 ・第７期委員の改選について
・地域の茶の間助成事業に関する提案について

▲新潟開港150周年記念講演会

▲小・中学校の各
クラスにカレンダ
ーを配布

古町芸妓による日本酒試飲

中央区自治協議会
会長　田村幸夫活発な議論を積み重ねた２年間

古町花街をまち歩き

寺院での雅楽演奏会

小中学生のための将棋教室
（平成29年度）

▲平成30年度
地域防犯
活動事例集

▲平成29年度
地域の茶の間
活動事例集

各事例集は中央区地域課で配布中です
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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
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※平成31年1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…… 175,921人	（－17）
　男………83,691人	 （－３）
　女………92,230人	（－14）
世帯………87,084帯	（＋12）
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　市では、地域に開かれた学校を目指し、地域との連携を強化しながら「地
域と学校パートナーシップ事業」を行っています。この事業には、地域と学
校をつなぐ地域教育コーディネーターにより、地域のボランティアなど、た
くさんの方が関わっています。今号では、区内の学校で実施したその活動の
一部と地域教育コーディネーターを紹介します。
問い合わせ　中央区教育支援センター（☎ 223-7026）

地域を好きになる出会い～沼垂小学校 名人と伝統野菜づくり～女池小学校

しもまちの魅力を発信～新潟柳都中学校

　同小は旧沼垂町の時代から 146
年にわたり、地域に親しまれてい
ます。自分たちが住む沼垂のまち
をよく知ろうと昨年 10 月、６年
生児童が地域で活躍する 22 人の
皆さんから話を聞きました。
　11 月 17 日には、児童たちは

地域を支える皆さんの考え方から、相手を思いやる気持ちなどを学
び、地域を今まで以上に好きになったと取材の結果を発表しました。
　野上竜太郎さんは「ボランティア活動に熱
心な人の話を聞いて、自分から行動する大切
さを知りました。まずはクラスの友達が困っ
ていたら、すぐに助けられるようになりたい
です」と笑顔をみせました。

　女池地区に伝わる野菜・女池菜
を３年生が地元農家の蒲沢勝衛さ
んと栽培しています。限られた生
産者が持つことを許される種を、
児童たちに名人と慕われる蒲沢さ
んが特別に分けてくれました。
　児童たちが昨年 10月に学校菜
園に植えた女池菜の苗は順調に育ち、来月収穫できる見込みです。
　このほか児童たちは、ちらしやオリジナルキャラクターの制作など、

女池菜の魅力を知ってもらう活動にも取り組
み、２月21日にその成果を発表しました。
　同小近隣のスーパーに置かれるちらしを作っ
た山﨑泉

いずも
萌さんは「甘くて少し苦い女池菜の良

さが伝わるとうれしいです」と声を弾ませました。

　北前船の寄港地として栄えた湊
町にいがたの歴史を伝える建物
がしもまち地域には多く残ってい
ます。昨年９月 30日、３年生が
自分たちの暮らす地域の良さを
外国人留学生らに案内しました。
　一行は湊稲荷神社や旧小澤家住

宅などを訪れ、その見どころを生徒たちが自分たちで描いたイラストを
交えながら英語で解説しました。新潟に来て間もない留学生らは、説
明に大きくうなずきながら聞き入っていました。
　中村ここ美さんは「英語での案内は緊張したけ
ど、初めて来た皆さんにまちの魅力を伝えられま
した。今までより『私たちのしもまち』という思い
が強くなりました」と晴れやかな表情でした。

知っていますか？

地域と学校
パートナーシップ事業

私たち「地域教育コーディネーター」 です

地域と子どもの結びつきを深めたい
小島良子さん（ 日和山小学校地域教育コーディネーター）

　地域と学校パートナーシップ事業をはじ
め、地域とともに子どもを見守り、育てる
活動を目指しています。５年生は、授業で
行った地域の茶の間を長期休みを利用して
自ら訪問するなど、子どもたちと地域の絆
が深まってきています。子どもたちと地域
の皆さんの笑顔が見れたときには大きなや
りがいを感じますね。

　地域教育コーディネーターになって11年
目です。地域の皆さんとの良い関係づくり
が私たちには求められると感じています。
初めは苦労もありましたが、身近な友人か
ら少しずつ人脈を広げてきました。今も地
域の皆さんとのネットワークづくりは欠か
しません。学校と地域の架け橋を担うこと
で、多くの人と出会えたことは財産です。

人とのつながりを大切に
久保浩子さん（鳥屋野中学校地域教育コーディネーター）

　各学校に配置されている地域教育コーディネーターは、地域と連携しながら
地域と学校パートナーシップ事業など学校のさまざまな活動を支えています。

「もしもの時」 に備えよう～寄居中学校
　地域の防災力向上を図るため、1
年生の生徒と地域の方を対象に、地
域防災力レベルアップ講座が開催さ
れました。
　これは、中央公民館の出前型講座
として昨年 12 月 4 日・11 日に開
催されました。中越防災安全推進機

構の松井千明さん＝写真右下＝を講師に招き、災害時に中学校が避
難所になったとき、中学生として地域の方とどのような助け合いが
できるかをグループワークを通じて学びま
した。富樫隼さんは「地域の方と一緒に勉
強できて、とても良い機会になりました。
家族と話し合って、日ごろから災害に備え
ておきたいです」と話してくれました。
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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

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。

中央区地域健康福祉推進協議会
Ä３月25日（月）午前10時～正午
Å市役所本館３階　対策室
Ç傍聴者の定員　先着15人
Ö当日直接会場
Ü健康福祉課地域福祉係（☎223-7252）

春の街頭指導者実技講習会
Ä３月26日（火）午前10時30分～正午
Å鳥屋野総合体育館
Ñ小学生の交通事故発生状況報告、横
断旗の使い方の説明と模擬コースでの
実技
Ç保護者、セーフティスタッフ、教諭
など普段街頭指導に当たっている人
持内履き、飲み物
Ö３月15日（金）までに電話で総務課

（☎223-7069)へ

シニアカレッジ新潟　受講生募集
Å新潟ユニゾンプラザ（上所２）　
Ö４月３日（水）までに電話で県社会福
祉協議会（☎285-1400)へ　※応募多
数の場合は抽選
■基礎応用課程（２年制）
Ä今年・来年の５～10月の木曜または
金曜のうち13日間

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

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。

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

妊婦歯科健康診査
Ä４月５日（金）午後１時～１時45分
Å南地域保健福祉センター
Ñ歯科健診、歯科保健指導　
Ç母子健康手帳を取得している妊婦　
持ハンカチまたはタオル、母子健康手帳　
Ü健康福祉課健康増進係（☎223-7237）

みんなでつながる子育てほっとサポート事業
■ママの“ほっと”タイム（毎月開催）
Ä３月20日（水）午前10時30分～正午
Å市民活動支援センター「ニコット」（西堀前通６、
西堀６番館ビル３階）
Ñ家族との考えの相違など、子育てに関する悩みを
中心とした茶話会
Ç妊婦、就学前児の母親先着８人 　※保育あり（予約制）
Ö電話で健康福祉課こども支援係（☎223-7236）へ

４月の子どもの健康診査
・案内と問診票は、対象者に郵送します。
・時間や持ち物などは案内でご確認ください。
・対象となっているのに案内が届かない場合は、お
問い合わせください。
Ü健康福祉課健康増進係（☎223-7237）

■股関節検診・母体保護相談
Å南・中央地域保健福祉センター
Ç平成30年12月生まれの子ども（中央地域保健福祉
センターは平成31年１月生まれも対象）と保護者
■１歳誕生歯科健康診査
Å東・南地域保健福祉センター
Ç平成30年４月生まれの子ども
※子育てを応援しようと、ボランティアが読み聞か
せを行う「ブックスタート」を健診終了後に実施。絵
本のプレゼントもあります。
■１歳６カ月児健康診査
Å東・南・中央地域保健福祉センター
Ç平成29年９月生まれの子ども
■３歳児健康診査
Å東・南・中央地域保健福祉センター
Ç平成27年10月生まれの子ども

中央公民館　☎224-2088
〒951-8055　中央区礎町通3-2086

■ひよこファミリーらんど
Ä３月５日（火）・７日（木）・12日（火）・19日（火）・
26日（火）、４月２日（火）・４日（木）午前10時～午後
４時30分　※３月７日、４月４日は午後１時から
Ñ保育室の開放  Ç乳幼児と保護者
Ö当日直接会場
※専門の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。３月12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

「手形で桜の木を作ろう！」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。

公民館・図書館
※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

■子育てサロン「のんのん」
Ä３月４日から25日までの毎週月曜午前10時～午後
２時　※出入り自由。昼食の持参可。
Ñ自由遊び　※毎回午前11時から絵本の読み聞かせ
を実施。また、３月は「スタンプぺたぺた！手形スタ
ンプで成長の記録作り月間」です。
Ç未就園児と保護者
Ö当日直接会場

鳥屋野地区公民館　☎285-2371
〒950-0972　中央区新和3-3-1

■子育てサロン「ふらっと」
Ä３月11日（月）午前10時～11時30分　　
Ñ足形でアートづくり、自由遊び、情報交換

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

■子育てサロン「りんごランド」
Ä３月15日（金）午前10時～11時30分
Ñ自由遊び、手遊び、読み聞かせ、ほか　※子ども
の足形をとる「足形ペッタン！！」も開催
Ç未就園児と保護者
Ö当日直接会場
■おうち珈

コーヒー
琲ミニセミナー～家で飲む一杯を変える！

Ä３月18日（月）午前10時～正午
Ñ自分好みのコーヒー豆やおいしいコーヒーの入れ
方を学ぶ講座
講師　手島創さん、優子さん（カフェ＆ブラッスリー
オワゾ）
Ç先着15人　※同館主催の「おうち珈琲充実セミナ
ー」参加者を除く

Ç未就園児と保護者 Ö当日直接会場
■０歳児の子育てサロン「まんまる」
Ä３月25日（月）午前10時～11時30分
Ñ自由遊び、情報交換
Ç０歳児と保護者 Ö当日直接会場
■春休み子ども映画上映会
Ä３月28日（木）午後１時30分～３時30分　※受け
付けは１時から
Ñ映画「ピノキオ」などの上映
Ç小学生先着100人
Ö当日直接会場
■中国語講座体験会（全７回）
Ä４月４日から５月23日までの毎週木曜午前９時10分
～10時10分　※５月２日を除く
Ñ会話を中心とした初級中国語の習得
Ç中国語を初めて学ぶ人先着10人
持 筆記用具
É2,000円
Öあす４日（月）から３月29日（金）までに電話で同館へ

持 内履き、筆記用具
É500円
Öあす４日（月）から電話で同館へ

図書館

■おはなしのじかん	 Ö当日直接会場	
期日 時間 会場・問い合わせ

♥毎週火曜
および

３/７（木）、４/４（木）

11：00～11：20
※終了後、「絵本なん
でも相談タイム」あり 

ほんぽーと
中央図書館

（☎246-7700）

■赤ちゃんタイム
毎週火・木曜
10：00 ～13：00
おはなしのへやで赤
ちゃんとゆっくり過
ごしてください。

　
３月

９ 土 11：00～11：30

14◆ 木 11：00～11：30

16 土 11：00～11：30

21♥ 祝 11：00～11：30

23 土 11：00～11：30

28◇ 木 10：30～12：00

30 土 11：00～11：30

４月 ６ 土 11：00～11：30

毎週金曜♥ 11：00～11：20
鳥屋野図書館

（☎285-2372）
■赤ちゃんタイム
毎週金曜
10：00～12：00

３月

９ 土 10：30～11：00

20 水 10：30～11：00

23 土 10：30～11：00

３月 22
◇ 金 14：00～17：00

※１組10分程度
生涯学習センター図書館

（☎224-2120）
■赤ちゃんタイム
毎週金曜
10：00～13：00４月 ５

♥◇ 金 11：00～12：00
※１組10分程度

♥は乳幼児向け、◆はわらべうた、◇は個別の読み聞
かせ

Ñ健康づくりや地域活動などを学ぶ
講座
Çおおむね60歳以上120人
É毎年6,400円
■まちかどふれ愛英会話コース
Ä６～７月の金曜のうち４日間
Ñ地域活動に生かせる初心者向け英会
話を学ぶ講座
Çおおむね60歳以上30人
É3,200円
■暮らしと環境食育コース
Ä９月の金曜のうち３日間
Ñ新潟の郷土料理、地産地消を学ぶ講座
Çおおむね60歳以上30人
É3,200円

高齢者とその家族の相談窓口
Ä月～金曜の午前９時～午後５時（祝
日・年末年始を除く）
Å県高齢者総合相談センター（新潟ユ
ニゾンプラザ内）または電話相談
Ñ介護など、高齢者やその家族が抱え
る心配ごとや悩みごとの相談　※法律
の専門相談あり（☎285-4165）。詳し
くはお問い合わせください。
Ü同センター（☎285-4165）

白山コミュニティハウス18周年
記念発表会
Ä３月10日（日）午前11時～午後３時25分
Å白山コミュニティハウス
Ñ同施設で活動中のサークルの発表会
および作品展示
Ö当日直接会場
Ü同施設（☎222-8867）

日本脳神経外科学会東北支部会
市民公開講座「脳の病気と最新治療」
Ä３月17日（日）午前10時～正午　※受
け付けは９時30分から
Å新潟大学駅南キャンパス「ときめい
と」（笹口１、プラーカ１内）
Ñ講演「脳腫瘍の最新治療」「切らずに
治す！脳卒中の最新治療」
Ç先着90人
Ö当日直接会場
Ü同支部会運営事務局（☎282-7035、
アドメディック内、平日午前９時～午
後５時）

初めてのラグビー教室
Ä３月30日（土）午後２時～４時
※受け付けは１時30分から
Å鳥屋野運動公園球技場
Ç中学生以下先着80人
持動きやすい服装、運動靴 
Ö当日直接会場
Ü市ジュニアラグビースクール・羽下

（☎090-4960-9116）

不動産の無料相談会
Ä４月５日（金）午後１時～４時　
Åクロスパルにいがた
Ñ不動産の価格決定や賃貸についての
相談
Ö当日直接会場
Ü県不動産鑑定士協会（☎225-2873）

新潟歩く会　トレーニング歩行会
Ä４月７日（ 日 ）午 前８時30分 ～11時
30分
Å集合場所　昭和大橋西詰　東屋
Ñやすらぎ堤から10km、14kmの２コ
ースに分かれてウオーキング
持飲み物、雨具 Ö当日直接会場
Ü新潟歩く会・上原（☎245-8972）

日本語ボランティア養成講座
（全10回）
Ä４～８月の第２・４日曜午後１時～
３時
Åクロスパルにいがた
Ñ外国人への日本語の教え方を学ぶ講座
Ç先着10人 持筆記用具
É各回500円
Ö４月７日（日）までに電話でいろは
日 本 語 教 室・ 長 谷 川（ ☎080-4058-
6640）へ
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