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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

区の人口 （住民基本
台帳による）

中央区だより ※令和２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…… 174,905人	（－31）
　男………83,146人	（－20）
　女………91,759人	（－11）
世帯……87,164世帯	（－15）２
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■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
Ö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

料亭の味と芸
げ い ぎ

妓の舞
　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
の会話を楽しんだり、記念撮影もできます。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。

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）
Ç18歳以上・各会場20～30人程度（会場により異なります）
É5,500円（行

いきなりや
形亭、鍋茶屋は6,800円。飲み物代は別途必要）

Ö★印の会場は、２月25日（火・必着）までに、
はがきまたはメールに、参加希望日と料亭名、代
表者の郵便番号・住所・氏名（ふりがな）・電話番
号（日中連絡がつくもの）、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　※同内容の複数申し込みは不可。当選者にの
み３月３日（火）までに案内を発送。
　その他の会場は、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　※先着順
Ü 地域課産業振興室（☎223-7054）

参加者
募集 みなとまち新潟のおもてなしを味わおう

開催日 会場

３/３（火） かき正

３/７（土） 金辰

３/13（金） ★行形亭

３/14（土） 一〆

３/16（月） ★鍋茶屋

３/21（土） 大善

３/28（土）
イタリア軒　螢

きらく

芸妓さんとの楽しい会話

　新潟西港をウオーターシャトルで周遊する船上まち歩きなど、区内の
見どころを楽しめる内容が盛りだくさん。身近なまちの歴史や魅力を、
1日かけて満喫できます。

Ä３月22日（日）午前10時～
正午
Ç 25人　※応募多数の場合は
抽選（抽選結果は３月12日以
降に通知）
É 500 円
Ö３月11日（水・必着）までに、
はがきまたはメールに、「市
民提案コース参加希望」、参
加者全員の氏名、代表者の住
所・電話番号を記入し、地域
課（〒 951-8553（住所記入
不要）、メール chiiki.c@city.
niigata.lg.jp）へ

　区内の見どころを新潟シティガイドの皆さんの案内を聞きながら歩いて
回る、中央区まち歩き「えんでこ」を開催します。
　今回は「市民提案コース」、「スペシャルまち歩き」の２種類のコースで、
中央区の魅力をたっぷり紹介。まち歩きで、地域の魅力を再発見しませんか。
Ü 地域課（☎ 223-7041）

ん で こえ

　本誌令和元年７月 21日号で「えんでこ」の新しいコースを募集し、ま
ち歩きで行ってみたい場所や、おすすめしたいスポットを市民の方に提案
していただきました。応募の中から決定したコースを、実際に新潟シティ
ガイドの案内で歩いて巡ります。
　新潟を見渡すことのできる展望室からの景観や、万代島のまち歩きを楽
しみながら、みなとまち新潟の歴史に思いを馳せてみませんか。

９：30　受付
メディアシップ
２0 階に集合。

12：00　解散
ピア Bandai

10：00～　まち歩き
■主な立ち寄り
ポイント
柳都大橋、朱鷺
メッセ、佐渡汽船
ターミナル、万
代島多目的広場

10：00　展望まち歩き

メディアシッ
プ 20 階 か ら
区内を一望。

12：00　昼食
ピア Bandai の地魚食道

「瓢
ひさご

」で海鮮ちらしを味
わいます。

13：00　沼垂まち歩き
歴史ある沼垂の町並みをシ
ティガイドの皆さんの解説
で歩きます。
■主な立ち寄りポイント
三社神社、沼垂テラス商店
街、乙子神社、蒲原神社

15：00　解散
ほんぽーと
中央図書館

ウオーターシャトル
に乗って信濃川を周
遊。川の上から新潟
の名所を眺めます。

11：00　船上まち歩き
９：30　受付

万代クロッシング
（ラブラ万代前の地
下歩道）に集合。

《スケジュール》

Ä３月 28 日（土）および 29 日（日） 午前 10 時～午後３時　
Ç各日50人　※応募多数の場合は抽選（抽選結果は３月12日以降に通知）
É 2,100 円（昼食代を含む）
Ö３月 11 日（水・必着）までに、はがきまたはメールに、「スペシャル
まち歩き参加希望」、参加希望日（どちらか１日）、参加者全員の氏名、
代表者の住所・電話番号を記入し、地域課（〒 951-8553（住所記入不要）、
メール chiiki.c@city.niigata.lg.jp）へ

市民提案コース
万代島から見る・マリンチック新潟みなと

３/22( 日 )

スペシャルまち歩き
３/28（土）・29（日）

《スケジュール》

まちの魅力を再発見
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　この時期は、住所変更手続きや住民票の写しなど各種証明書の発行のため、
区役所・出張所に多くの人が来庁します。特に3月23日（月）からの２週間は
窓口が最も混雑し、受付まで3時間以上かかることもあります。市ホームページ
掲載の混雑予想カレンダー＝右下の二次元コード＝を参考に、十分に余裕をもっ
てお越しください。　※市営西堀地下駐車場は大変混雑します。できるだけ公共
交通機関を利用してください。　Ü 窓口サービス課（☎ 223-7126）
■新潟市外に転出する人は
　新潟市外への転出手続きは、転出予定日の１カ月前から可能で
す。可能な場合は、早めに来庁してください。
■パスポートセンターで発行できる証明書
　パスポートセンターでは、午後５時 30分から（土・日・祝日は午前 10
時から）午後 7時まで、住民票の写し、印鑑登録証明書、市・県民税課税（所
得）証明書を取得できます。

住所変更・証明書取得はお早めに
３月・４月は窓口が混雑します

区のまちづくりを
一緒に考えませんか

　４月１日から１年間の中央区自治協議会の公募委員を追加募集します。
　中央区自治協議会は、「中央区区ビジョ
ンまちづくり計画」に基づき、区のまちづく
りを進めるために協議を行うとともに、「地
域」の意見を提供する場です。
　委員構成は、地域コミュニティ協議会や
公共的団体などからの選出者、有識者、公
募委員などで、現在37人で活動しています。

募集人数 １人
※区では、各種審議会での女性委員の比率向上を推進して
います。女性の皆さんも積極的にご応募ください。

任期 令和２年４月１日～令和３年３月31日（１年間）
※通常２年の任期だが、委員の辞任に伴う募集のため任期
は１年とする。

応募資格 令和２年４月１日現在において中央区内に住所がある18歳
以上の人
※本市の他の附属機関の委員、市議会議員、市職員、中央
区自治協議会で公募委員として２期務めた人を除く。

所掌事務 1. 区の地域課題のうち、市長やその他の市の機関によって
諮問された事項や区自治協議会が必要と認めるものを審
議し、意見を述べること

2. 地域における重要な計画など、条例で定める区自治協議会の
意見を聴かなければならない事項を審議し、意見を述べること

3. 区民などの参画を通じて多様な意見を調整し、その取りまと
めを行い、地域課題の解決および情報の共有に努めること

会議の
開催頻度

全体会議（月１回）のほか、区自治協議会に設置する部会な
どを必要に応じて開催。会場は中央区役所を予定。

委員報酬 定例の全体会議および部会出席１回につき3,000円
※同一日に複数会議に出席した場合は１回分の支給

選考方法 提出された作文と活動歴を、中央区自治協議会委員10人で
構成する「委員推薦会議」で審査し、選考。

応募方法 ①応募申請書（所定の様式）
②作文：テーマ「中央区への私の思い、やりたいこと」

（800文字以上1,200文字以内厳守、所定の様式）
③活動歴（所定の様式）
各種様式は、地域課窓口および区ホームページ＝上の二次元
コード＝で配布　※上記①～③を３月10日（火）午後５時必着で、
下記応募先へ直接持参、郵送、FAX、メールで応募してください。

問い合わせ・
応募先

地域課企画グループ（☎223-7023）
〒951-8553　中央区西堀通6番町866番地　NEXT21　５階
FAX  223-3660　メール  chiiki.c@city.niigata.lg.jp　

中央区自治協議会
公募委員を追加募集

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。

中央区ホームページ
バナー広告募集
　区ホームページに掲載するバナー広
告を募集しています。企業や商品のPR、
イメージアップなどにご利用ください。
掲載ページ　中央区役所トッ
プページ＝二次元コード＝下部
掲載期間　４月１日（水）から
来年３月31日（水）までの１カ
月単位
募集枠数　10枠（縦70ピクセル×横
180ピクセル）
É１枠月5,000円（税込・一括前納）
Ö随時募集。掲載希望月の前月10日まで
※掲載には一定の基準を設けています。
詳しくは区ホームページをご覧いただ
くか、下記へお問い合わせください。
Ü地域課（☎223-7035）

その請求に困ったら司法書士へ
　県司法書士会では、借金・奨学金・
家賃滞納など金銭の請求を受けている
人を対象に無料電話相談を実施します。

Ä３月２日（月）～31日（火）午前10時～正
午、午後１時～４時　※土日・祝日を除く
相談電話番号　☎240-7974
※担当の司法書士の電話番号を案内
Ü同会事務局（☎244-5121）

中央区社会福祉協議会
子育てサロンボランティア講座
（全２回）
Ä３月６日（金）・９日（月）午前10時～正午
Åほっとハウス笹口（笹口小学校内）
Ñ子育てサロンについての説明、ハン
ドトリートメント、情報交換
Ç先着20人　※生後８カ月以上の就学
前児の保育あり・先着６人
Ö３月２日（月）までに電話で同協議会
古町ボランティア・市民活動センター

（☎210-8730）へ

中央区体育施設の管理運営等に
関する意見を伺う会
Ä３月７日（土）午後２時～３時30分
Å鳥屋野総合体育館
Ñ施設管理者と施設利用者による、区
内の体育施設での施設および設備の管
理、運営、スポーツ教室などについて
の意見交換　　Ç施設利用者先着20人
Ö電話または直接窓口で、市体育館（☎
222-6006）、市陸上競技場（☎266-
8111）、西海岸公園市営プール（☎267-
6858）、鳥屋野運動公園（☎283-5855）、
鳥屋野総合体育館（☎241-4600）へ

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

令和元年度　第９回自治協議会の概要
　１月31日に第９回自治協議会を開催しました。会議の概要や資料は、準備が整い
次第、市役所本館１階市政情報室で閲覧できるほか、区ホームページに掲載します。
■主な議題
①中央区自治協議会委員の公募について
②中央区生活交通改善プラン（案）についての報告
■次回の開催案内
Ä２月28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。　Ü 地域課（☎223-7023）

しも町オンデマンドバス　説明会
　しも町地域を対象に「オンデマンドバ
ス」の実証実験を３月に予定しています。
スマートフォンや電話での予約に応じて
乗車バス停から最適なルートを走り、途
中で他の利用者と相乗りしながら到着

バス停までお送りするサービスです。実
施に先立ち、住民説明会を開催します。
持スマートフォン（持っている人）
Ö当日直接会場　
Ü新潟交通乗合バス部（☎246-6271）
期日 時間 会場

２/20
（木）

10：00～
12：00

中央区役所（NEXT21）
５階　対策室

14：00～
16：00

集会所とよてる（西湊町
通１）

２/21
（金）

10：00～
12：00

北部総合コミュニティ
センター

14：00～
16：00 二葉コミュニティハウス

　鳥屋野潟で捕れる魚は水質汚染により一
時期食べることができませんでしたが、長年
かけて行われた水質の改善により、再び安
全に口にすることができるようになりました。
鳥屋野潟の恵みに感謝し、潟の将来を語り
合おうと「鳥屋野潟の恵みを考え、食する会」
が２月２日、山潟会館で開催されました。山

潟地区コミュニティ協議会が主催するこの催しは、今年で21回目を迎えます。
　初めに、山潟中学校科学部の生徒が鳥屋野潟の水質調査の結果などを報告。
潟の環境を守ることの大切さや、人々が水辺に親しむためのアイデアを発表し
ました。
　その後、鳥屋野潟でとれた魚を使った料理
がふるまわれ、参加者の皆さんはボラのフラ
イやフナの春巻きなど、さまざまに調理され
た鳥屋野潟の恵みを味わいました。この日、
提供された魚を捕ったのは鳥屋野潟漁業組合
の皆さん。同組合の組合長・増井勝弘さんは
「年々、水がきれいなところでしか育たないメ
ダカやタナゴなどの小魚がたくさん見られる
ようになり、水質が改善されていると感じま
すね」と満足そうな表情。また、参加した加
藤勝久さんは「淡水魚が一番美味しいこの季
節に、川の恵みをいただけて嬉しく思います。
味わって食べたいです」と笑顔で話しました。

レポート！

取材 鳥屋野潟の
恵みを考え、食する会
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≪広告欄≫

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。

Çおおむね生後６～９カ月の子どもと保護者20組
※応募多数の場合は初めて参加する人を優先して抽
選（抽選結果は２月28日以降に通知）
持母子健康手帳、バスタオルのほか、赤ちゃんに必
要なもの
Ö２月19日（水）から２月26日（水）まで
に、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m

マ マama応援団（☎278-3177、水曜定休）

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（赤ちゃんをお連れの方）
Ö２月19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　※受け付けは１時15分から

期日 会場 定員
（先着）

３/18（水） 東地域保健福祉センター【注】 25人

３/19（木） 南地域保健福祉センター 30人

ステップ離乳食
Ä３月18日（水）午前10時～11時30分　※受け付け
は９時40分から　　
Å東地域保健福祉センター【注】
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25人
持母子健康手帳、バスタオル（赤ちゃんをお連れの
方）、らくらく離乳食ガイドブック（持っている人）
Ö２月19日（水）から3月16日（月）までに電話で市役
所コールセンター（☎243-4894）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 受付時間 会場 申し込み
締め切り

３/11（水）13：30～14：30 中央地域保健福祉センター ３/９（月）

３/13（金）
９：00～11：00 南地域保健福祉センター

３/11（水）
13：30～14：30 東地域保健福祉センター【注】

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

３/５（木）9：30～11：00 ◎中央地域保健福祉センター

３/12(木）13：30～15：00◎◆東地域保健福祉センター【注】

３/17(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１階保育室）

３/18(水）
9：30～11：00

◎南地域保健福祉センター
13：30～15：00

◎は栄養士、◆は歯科衛生士による相談あり

フッ化物塗布
Ä３月３日（火）午前９時30分から10時15分まで受
け付け　※開場は午前９時から
Å東地域保健福祉センター【注】
Ç４歳未満の子ども先着30人
持母子健康手帳　　　
É1,020円
Ö２月19日（水）から３月１日（日）までに電話で市役
所コールセンター（☎243-4894）へ

【注】令和２年2月25日より、東地域保健福祉セン
ターは会場が変更になります。
新住所：東万代町９番52号

みんなでつながるにっこにこ子育て応援事業
■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
Ö２月19日（水）午前８時30分から携帯電話などで表
中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。

妊カフェ（３月） 育カフェ（３月）

Ü子育て交流ぽーとtテ テ
ete（☎080-6250-3653）

■育ぱる（毎月開催）
Ä３月11日（水）午前10時～11時30分
※受け付けは９時45分から
Å子育て応援ひろば（西堀前通６、C

コ シ ジ
o-C.G.４階）

Ñ保護者同士の仲間づくり、情報交換、保健師や助
産師のミニ講座、ほか

Ä３/14（土）13：30~
15：30
Å天寿園
Ç妊婦先着20人。パート
ナーの参加可。
持 母子健康手帳、ガーゼハ
ンカチ、バスタオル、沐浴布、
ビニール袋、手拭きタオル

Ä３/６・13（いずれも金曜）
10：00~11：30
Å６日は燕喜館（白山公園
内）、13日は天寿園
Ç生後１カ月～５カ月の乳
児と母親先着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

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

妊カフェ
申込先

育カフェ
申込先

育ぱる
申込先

公民館
※公民館の申込受付は午前９時から

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

■みんなのふれあい広場～女性消防団ひまわり隊の
皆さんと防災グッズを作ろう
Ä２月18日（火）午後１時30分～４時	
Ñ気軽に会話を楽しむ　※午後２時から１時間程度、
ミニコーナー「女性消防団ひまわり隊の皆さんと防
災グッズを作ろう」を開催。　
持タオル　　　
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

■とやのレコードこんさーと
Ä３月12日（木）午後１時30分～３時　※開場は午後１時から
Ñ昔懐かしいレコードをかけるコンサート
Ç先着100人
持当日かけてほしいレコード（ある人、LP盤またはEP盤）
Ö当日直接会場

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」
Ä２月28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
Ç就学前児と保護者　　　Ö当日直接会場
■男の料理教室～男、厨房に入らずはもう古い！（全２回）
Ç55歳以上の男性先着15人
持エプロン、三角巾、台拭き、布巾、手拭きタオル、
筆記用具　　　
É1,500円　※２回分
Ö２月18日（火）から電話で同館へ
時間　午前10時～午後１時
期日 内容

３/５
（木）

「料理の基本の『き』からはじめよう」
計量、包丁の使い方、だしの取り方など

３/19
（木）

「実践できる！何度も作りたい簡単料理」
食材の保存方法、下ごしらえ、調味料の役割など

■SNSと子どもたちの世界～子どもを守るためにで
きること
Ä３月12日（木）午後７時～９時
ÑSNSを使う子どもたちの現状、子どもを守るため
にできることについての話
Ç小・中学生の子どもの保護者・関心のある人先着30人
Öあす17日（月）から電話で同館へ

東地区公民館　☎241-4119
〒950-0083　中央区蒲原町7-1

■親子で‼あそぼ
Ä３月７日（土）午前10時～11時40分
Ñ親子遊び「よーいどん！ミニミニ運動会」、パネルシ
アター、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
Ö３月６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

■幼児期家庭教育学級「聞かれちゃったらどうしよう！？」
Ä３月12日（木）午前10時～正午
Ñ家庭の中で行う幼児期からの性教育
Ç幼児の保護者・関心のある人30人　※生後６カ月
以上の未就園児の保育あり・定員18人
持筆記用具
Ö２月16日（日）から携帯電話などで右の二
次元コードを読み取り申し込み　※読み取る
ことができない人はお問い合わせください。
申し込み期限
保育あり　2月26日（水）まで　※応募多数の場合は
抽選（抽選結果は２月28日（金）以降に通知）
保育なし　３月10日（火）まで　※定員になり次第、
締め切り

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
Ä3月6日・13日・27日（いずれも金曜）午前10時～正午
Ñ親子の遊び場（絵本の読み聞かせなど）
Ç乳幼児と保護者　　　Ö当日直接会場
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