
中央区
自治協議会だより

第24号
令和２年３月1日発行

発行：新潟市中央区 自治協議会だより編集部会　電話：223-7023（地域課内）

編集部会より
 今春、中央区では商業施設の撤退や「古
町ルフル」の誕生など、まちに変化の波が
やってきます。自治協議会の各部会では、
まちの活性化と生活に結び付いたテーマを
取り上げております。少しでも住民の皆様
のお役に立てれば幸いです。　　　　　

部会長　三國和俊

全体会議　次回の開催案内
Ä３月19日（木）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、会議開催の１週間前に市役所本館や東
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。

全体会議　主な議題自治協議会とは？
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地域住民

・コミュニティ協議会選出者
・公共的団体等選出者
・有識者
・公募委員　など

情報共有・意見交換により、連携
して地域課題に取り組む協働の要
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　地域と市・区役所をつなぎ、住みよい中央区のまちづくりを推進す
るために、地域の代表や有識者などで構成される組織です。全体会議
と４つの専門部会で話し合い、地域の課題解決に取り組んでいます。

１月

・令和２年度　特色ある区づくり予算の意見聴取に対する回答
・公設老人デイサービスセンターの見直しについての意見
  聴取の説明          

・旧湊小跡地における集会施設の整備についての報告
・防犯灯設置補助金　制度見直し（案）についての報告

・中央区生活交通改善プラン（案）についての報告
・中央区自治協議会　公募委員の募集について決議

・公設老人デイサービスセンターの見直しについての回答

・区自治協議会会長会議などの報告

10月

11月

12月

２月

部会活動を紹介します

＜「古町・本町商店街に関するアンケート」
　で賑わいづくり＞　
　市の中心的役割を果たしてきた古町・
本町エリアでは、「古町ルフル」のオープ
ンなど新しい動きが見られます。
　当部会では、賑わいのあるまちづくり
に役立てるためにアンケートを実施し、
800 人を超える方から回答をいただきま

した。今後は、ア
ンケート結果を活
用し、古町・本町
エリアの賑わいに
繋がる取組みを商
店街とともに検討
します。

＜子どもを守る・育てる
　～新潟の歴史から学ぶ防災まち歩き＞
　計画立案にあ
たり、防災士と
新潟シティガイ
ドの案内で、地
区内の歴史的建
造物や過去の被
災地を巡るまち
歩きを実施しました。
　現在、過去の災害時の写真や歴史的建
造物や史跡の写真などを授業や防災地図
にどのように活用するか検討しています。
　今後、モデル地区の小学校と協議を重ね、
児童のまち歩きをお手伝いする予定です。

≪福祉分野の取組みを大募集　
　自治協委員がサポートします！≫
　1月から、福祉分野における地域課題
の解決につながる取組みを募集していま
す。自治協委員がサポートし、協働で取
り組みます。
　ぜひ一緒に取り組んでみませんか？ま
ずはご相談ください。

＜バス利用環境改善・利用促進を目指して＞
　部会で作成した「にいがた新バスシステ
ム　時刻・運賃検索チラシ」はNEXT２１
での掲示のほか、転入
者に渡される「転入セッ
ト」への封入も始まっ
ています。部会で取り
まとめた「課題解決に
向けた施策」の提案も
地域公共交通検討会議
の場で新潟交通などの
関係団体に伝えました。
　今後は公共施設での
PR 強化を更に進めて
いきます。

教育連携・社会教育・

防災・防犯・歴史・文化

第３
部会

都市機能・まちなみ・

生活環境・水辺・緑化

第４
部会

商店街・産業・

まちなか回遊・交流人口

第１
部会

協働・健康・福祉
第２
部会

まち歩きの様子

古町ルフル 完成予定図 マリンピア日本海でのPR

地域でつくろうささえ愛支援事業

　
12 月 31 日（木）までに、区民
を対象に区内で福祉分野の課題解
決につながる取組みを考えている
団体（非営利団体に限ります）

１団体あたり上限10万円以内

書類審査、面談
※募集チラシ・申請書は地域課窓
口または区ホームページから入手
できます。

対象団体

選定方法

サポートする経費

取組みの例

※ 「中央区だより」 は
２・３面に掲載しています

公募委員を募集しています
　４月１日から１年間活動する中央区自治協議会の公募委員
を追加募集しています。募集概要は中央区だより２月16日号
のほか、区ホームページ＝二次元コード＝に掲載しています。
申し込み締め切り　３月10日（火）午後５時（必着）

区のまちづくりに参加しませんか



＝日時　 ＝会場　 ＝内容　 ＝対象・定員　　 ＝持ち物　 ＝参加費（記載のないものは無料）　 ＝申し込み　 ＝問い合わせ　　持
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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）３
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　まちなかのにぎわい創出のため、中央区役所の玄
関口であるNEXT21・１階アトリウムでミニコン
サートを開催します。今回は、昭和歌謡などの懐か
しいメロディーを、ピアノ、ケーナ、ギターで奏で
ます。ぜひお気軽にお立ち寄りください。

３月３日（火）午後０時 15分～１時
出演　齋藤あゆみさん＝写真＝とゆかいな仲間たち
曲目　いのちの歌、東京五輪音頭、ほか
椅子 50席あり　

※立ち見可
当日直接会場
まちなか活性化実行

委員会（☎ 223-7082、
総務課内）

まちなかミニコンサート

「しも町オンデマンドバス」  
実証実験を行います

　しも町～古町・本町エリア間で、オンデマンドバスの実証実験を実施します。
　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。この機会に
ぜひご体験ください。なお実証実験期間中も、新潟交通路線バスは平常通り運行します。

新潟交通　乗合バス部（☎246-6271）、都市交通政策課（☎226-2753）

　乗車バス停からお知ら
せした時間に乗車し、途
中で相乗りしながら降車
バス停まで運行します。

　予約状況に応じ「乗車
バス停」にお越しいただ
く時間をお知らせします。

利用の流れ

　乗車当日にウェブ（スマートフォンのみ）または
電話で「乗車バス停」・「希望乗車時間」・「降車バス停」
を予約。 ※乗り降りするバス停は右図から選択
■Web予約　午前８時～午後４時30分
スマートフォンで右の二次元コードを読
み取ってください。
■電話予約　午前９時～午後４時
専用ダイヤル（☎ 223-3202）まで

②通知

③乗車

①予約

≪広告欄≫

健康
・
福祉

■東地域保健福祉センター
東万代町9-52　　☎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

【注】東地域保健福祉センターは２月25日に上記住所
に移転しました。

妊婦歯科健康診査
歯科健診、歯科保健指導
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
健康福祉課健康増進係（☎223-7237）
期日 会場 受付時間

４/３（金） 南地域保健福祉センター
13：00～13：45

４/９（木） 中央地域保健福祉センター

みんなでつながるにっこにこ子育て応援事業
■10カ月育ちの講座
発達心理相談員や保健師による10カ月の子どもの

発達、関わり方、遊び方についての講座

令和元年５月生まれの子ども（はっぴぃmマ マamaは
うすは平成31年４月生まれも対象）と保護者
持 母子健康手帳、ハンカチのほか、赤ち
ゃんに必要なもの
３月５日（木）から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。

期日 会場 人数
（先着） 時間

３/24（火） はっぴぃmマ マamaはうす
（神道寺１） 20組 10：00~

11：30
３/25（水） 天寿園 30組
はっぴぃmマ マama応援団（☎278-3177、水曜定休）

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。
健康福祉課健康増進係（☎223-7237）

■股関節検診・母体保護相談
南・中央地域保健福祉センター
令和元年12月生まれの子ども（中央地域保健福祉

センターは令和２年１月生まれも対象）と保護者

申込先

■１歳誕生歯科健康診査
東・南地域保健福祉センター　※中央地域保健福

祉センターは５月に合わせて実施します
平成31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
東・南・中央地域保健福祉センター
平成30年９月生まれの子ども
■３歳児健康診査
東・南・中央地域保健福祉センター
平成28年10月生まれの子ども

　　　　 にこにこ号は通常運行ノンステップバス
になります！

　３月から、しも町循環バス「にこにこ号」に小型ノンステップバスを導入します。
ますます便利になりますので、こちらもぜひご利用ください。
新潟島に循環バスを走らせる会・バス運営委員会  野本（☎ 090-5818-3743）

３月２日から
31日まで

　近代の文学者たちが描いた新潟島
と沼垂を紹介する小冊子「文学の新
潟」を刊行しました。
　冊子の刊行を記念して、10の文化
施設を巡るスタンプラリーを開催しま
す。右記の会場で冊子を配布してい
るほか、市ホームページ＝右下の二
次元コード＝からダウンロードできます。また、会場
ではスタンプラリー期間中、文学者たちの短い言葉を
写真付きのパネルで紹介します。
　スタンプを５つ集めると、素敵
な景品がもらえます。各施設を巡
って、文学散歩を楽しんでみませ
んか。　 地域課（☎223-7041）

中央区みなとまち
文化推進事業

「文学の新潟」を歩く
３/４（水）～22（日）　スタンプラリーで新潟を再発見

冊子配布施設

※スタンプラリー実施期間中の休館日は各施設に問い合
わせてください。入館料等が必要な施設もあります。

施設名 開館時間

ＮＳＧ美術館（☎378-3773） 10：30～18：00

ゆいぽーと（☎201-7530） ９：00～21：30

砂丘館（☎222-2676） ９：00～21：00

安吾　風の館（☎222-3062） 10：00～16：00

市美術館（☎223-1622） ９：30～17：00

旧齋藤家別邸（☎210-8350） ９：30～17：00

北方文化博物館新潟分館（☎222-2262） ９：30～16：30

新潟大学旭町学術資料展示館（☎227-2260）10：00～16：30

旧小澤家住宅（☎222-0300） ９：30～17：00

會津八一記念館（☎282-7612） 10：00～18：00

実施期間　3月2日（月）～
31日（火）※土休日は運休

運行時間  午前 9時～午後 5時
料金　　  一乗車 210 円

オンデマンドバス 運行経路　※一部変更となる場合があります
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≪広告欄≫

■ひよこファミリーらんど
３月３日（火）・５日（木）・10日（火）・17日（火）・
19日（木）・24日（火）・31日（火）午前10時～午後４
時30分　※３月５日・19日は午後１時から
保育室の開放　※昼食の持参可
乳幼児と保護者　　　 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。10日（火）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「卒業式フォトフレーム
づくり」、午後2時30分～3時まで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。
■木工体験　写真立て&カメラを作ろう‼
３月27日（金）午前10時～正午
小学１～３年生15人　※応募多数の場合は抽選

（当選者のみ３月16日までに連絡）
持写真１枚、マスク１枚、作品を持ち帰る袋　
※汚れてもいい服装でお越しください
500円　　 ３月11日（水）までに電話で同館へ

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

公民館・図書館
※公民館の申込受付は午前９時から

■ガールスカウトです！いっしょにあそぼ！
３月７日（土）午前10時～11時30分
ガールスカウトの活動紹介、団員との交流
年中～小学３年生までの女子と保護者
当日直接会場
■子育てサロン「ふらっと」
３月９日（月）午前10時～11時30分
自由遊び、情報交換、ミニイベント「足型アートづくり」
未就園児と保護者　　　 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

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」
３月２日・９日・16日・23日・30日（いずれも月曜）
午前10時～午後２時（出入り自由）
自由遊び　※昼食の持参可。毎回午前11時から絵

本の読み聞かせを実施。３月16日は「春祭りミニイ
ベント」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。
未就園児と保護者　　 当日直接会場
子育て支援ボランティア募集　「のんのん」の運営を
手伝うボランティアを募集しています。詳しくはお
問い合わせください。

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」
３月13日（金）午前10時～11時30分
自由遊び、ほか　※ミニイベント「大きくなったね。
足がたペッタン！」も開催。また、りんごランド終了
後、保育室を13：30まで開放します。
未就園児と保護者　　 当日直接会場
りんごランドは3月で終了します　４月から０歳児
と保護者のためのサロンが始まります。詳しくは4月
以降にご案内します。
■春休み子ども体験教室「令和チャレンジ！百人一首
きょうぎかるた」
３月24日（火）午後１時～３時　 小学生先着20人

持動きやすい服装　 あす２日（月）から電話で同館へ

図書館

■おはなしのじかん 当日直接会場 
期日 時間 会場・問い合わせ

♥毎週火曜
および３/５（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

７ 土 11：00～11：30

12◆ 木 11：00～11：30

14 土 11：00～11：30
13：30～14：00

19♥ 木 11：00～11：30

21 土 11：00～11：30

26◇ 木 10：30～12：00

28 土 11：00～11：30

毎週金曜♥
※3/20（祝）は休館 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

14 土 10：30～11：00

18 水 10：30～11：00

28 土 10：30～11：00

３月
６♥◇ 金 11：00～12：00

※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
10：00～13：00

27◇ 金 14：00～17：00
※１組10分程度

♥乳幼児向け、◆わらべうた、◇個別の読み聞かせ
※３月２日（月）から４日（水）まで、システム切り替え
作業のため、全館臨時休館します。

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。

■W
わ く わ く
AKUWAKUきっず～カプラ®ブロックであそ

ぼう
３月28日（土）午前10時～正午
小学生30人　※応募多数の場合は抽選（当選者の
み３月17日に案内を発送）
３月12日（木）までに電話で同館へ

■中国語講座体験会（全７回）
４月２日から５月21日までの毎週木曜午後１時～２時
※４月30日を除く
会話を中心とした初級中国語の習得
中国語を初めて学ぶ人先着10人

持筆記用具、ノート　　 2,000円
あす２日（月）から３月27日（金）までに電話で同館へ

「料亭の味と芸
げいぎ
妓の舞」 参加者募集

18歳以上・各会場先着20~30人
※会場により異なります
5,500円　※昼食代含む。飲み物代
は別途必要。
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
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

開催日 会場
３/３（火） かき正
３/７（土） 金辰
３/14（土） 一〆
３/21（土） 大善

３/28（土）
イタリア軒　螢
きらく

地域課産業振興室（☎223-7054）

家族介護教室
「介護をしている皆さんへ」
３月７日（土）午後１時30分～２時30分
おかむら内科下町クリニック（田町１）
講義「病気と免疫力向上のための生活
習慣」　　 先着15人
３月６日（金）までに電話で同施設

（☎223-6601)へ

段ボールコンポストでたい肥作り
３月11日（水）午前10時～11時30分
ゆいぽーと　　 先着10人
電話でエコープラザ（☎270-3009)へ

まごころヘルプ入会説明会
　「まごころヘルプ」は、誰もが住み慣れた
地域で安心して暮らし続けることができる
よう、日常生活で手助けが必要な人に有償
で家事支援などを行う活動です。希望者は
説明会の会場で提供会員登録ができます。
３月12日（木）午前10時～正午
中央区社会福祉協議会（西堀前通６、
C
コ シ ジ
o-C.G.３階）
電話で同協議会中央区まごころヘル
プ（☎210-8736）へ

♣鳥屋野総合体育館　ヨガ教室
参加者募集
同体育館
■親子ヨガ教室（全６回）
４月10日～５月22日までの毎週金曜
①午前10時15分～11時、②午前11時
30分～午後0時15分　※５月１日を除く
英会話を交えたヨガ教室
１歳以上４歳未満の子どもと保護者
各時間先着10組　　 3,000円
３月６日（金）午後１時30分から電話
で同体育館（☎241-4600)へ
■産後ママヨガ教室（全６回）
４月13日～５月25日までの毎週月曜午前

10時30分～11時15分　※５月４日を除く
１歳未満の子どもと保護者先着40組
2,400円
３月４日（水）午後１時30分から電話
で同体育館（☎241-4600)へ

春の街頭指導者実技講習会
３月25日（水）午前10時30分～正午
鳥屋野総合体育館
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
保護者、セーフティスタッフ、教諭
など普段街頭指導に従事している人
持内履き、飲み物
３月13日（金）までに電話で総務課

（☎223-7069)へ

＝日時　 ＝会場　 ＝内容　 ＝対象・定員　　 ＝持ち物　 ＝参加費（記載のないものは無料）　 ＝申し込み　 ＝問い合わせ　♣はにいがた未来ポイント対象事業　持

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

新型コロナウイルス感染症の影響で、
本誌掲載のイベント等が中止もしく
は開催延期となる可能性があります。
掲載日以降のイベント等の開催状況
については、直接、イベント等の主
催者までお問い合わせください。

高齢者、認知症の方とその家族の
相談窓口
月～金曜の午前９時～午後５時（祝
日・年末年始を除く）
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
高齢者や認知症の方とその家族が抱え

る心配ごとや悩みごとの相談　※高齢者
とその家族は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。
同センター（高齢者：☎285-4165、
認知症：☎281-2783）へ

県カウンセリング協会傾聴の会
無料カウンセリング
３月８日（日）午前９時～正午
クロスパルにいがた

同会心理カウンセラーによるカウン
セリング　　 先着10人
３月７日（土）までに電話で同会・大野

（☎090-3210-0051)へ

第13回東日本大震災チャリティ
ダンスフェスタ　百花繚乱2020
３月８日（日）午後０時30分～５時30分
※開場は正午から　　 新潟テルサ
県内外のチームによる様々なジャン
ルのダンスの披露、ブース出店
当日直接会場
NPO法人新潟恩返しプロジェクト・
広岡（☎090-8853-3573）

チューリップ巨大花絵作り
花摘み参加者募集
４月29日（祝）午前８時～午後４時
集合場所　新潟駅南口中央広場（花園１）
花畑での花摘み、花絵作り
150人　※応募多数の場合は抽選

持動きやすい服装　　 500円
４月３日（金・必着）までに、はがきに
参加者全員の氏名、年齢、代表者の住所・
電話番号を記入し、にいがた花絵プロ
ジェクト実行委員会（〒951-8067中央
区本町通５番町本町中央市場内）へ
同実行委員会（☎222-8710、平日午
後２時～５時まで）


