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　関屋浜と日和山浜に７月18日（土）から８月23日（日）まで海水浴場を開設
し、海浜事務所を設置します。同事務所には午前９時から午後５時45分ま
で監視員が常駐し、監視や巡回、事故対応などの業務を行います。
　ルールを守って楽しみましょう。海を楽しもう！

●ゆいぽーと●日和山　展望台 ●新潟柳都中
●入船みなと
　タワー

●
日和山小●新潟青陵大学

●マリンピア日本海

●浜浦小

●

●新潟高
●新潟中央高

●水道局
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西海岸公園市営プール

関屋分水

安心・安全に楽しむために

遊泳区域内で泳ぎ
ましょう

体調不良のときや
飲酒後は泳がない
でください

遊泳区域内は水上
オートバイなどの
乗り入れ禁止です

ごみは持ち帰り
ましょう

混雑時には交通規制を実施
　交通の安全確保と渋滞緩和のため、一方通行による交通規制を実施
します。詳細については、今号の市報にいがた「別冊情報ひろば」を確
認してください。
Ü マリンピア日本海（☎222-7500）、地域課産業振興室（☎223-7054）

海水浴場では、監視員の指示に従い、お互いに気持ちよく過ごしましょう。
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波消しブロック波消しブロック

遊泳区域
遊泳区域遊泳区域浜茶屋（海の家） 20軒（予定）

駐車場	 650台
トイレ	近くに公園のトイレあり

関屋浜海水浴場
遊泳区域

波消しブロック波消しブロック 波消しブロック（海中）波消しブロック（海中） 波消しブロック波消しブロック

▼

駐車場 WC

海浜事務所

駐車場出入口 入船みなとタワー 

駐車場	 80台
トイレ	仮設トイレあり
※浜茶屋（海の家）は開設しません

日和山浜海水浴場

新型コロナウイルスの感染予防にご協力を
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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５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…… 174,838人	（+103）
　男………83,040人	 （+59）
　女………91,798人	 （+44）
世帯……87,827世帯	 （+69）７
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・人と十分な距離（できるだけ２㍍、最低１㍍）を確保しましょう。
・３密（密閉・密集・密接）を避けましょう。
・せきエチケットを実施しましょう。
・�熱中症を予防するため、屋外で十分な距離が確保できる場合は、マ
スクを外しましょう。
・アルコールなどによる手指消毒をしましょう。

昨年の日和山浜

小
こばなし

話

まち歩
き気分

で！

第３回　白山地区　白山公園と楠
く す も と

本正隆

えんで

新潟シティガイド　小寺　嘉信さん

ガイドさんの ミニ 解説

　新潟へ赴任する前、外務大
だいじょう
丞を務

めていた楠本は、外国の事情に詳し
く、洋風の公園についてもよく知っ
ていたと考えられます。その先進的
な知識を生かし、誰でも自由に利用
できる場として公園の設立に力をい
れました。池や築山、花木が配され
た回遊式庭園で、四季折々の風景を
楽しむことができます。
　石碑や銅像、古くからの建造物な
どがたくさんあり、新潟町の歴史・
文化の豊かさを一度に感じることが
できる白山公園。じっくり見て回る
と本当に興味深いですよ。

　新潟総鎮守　白山神社に隣接した、緑豊かな都市公園。
新潟県令・楠本正隆＝写真右＝によって明治６年に造られ
た、日本で最初の公園の一つです。34歳の若さで県令に着
任した楠本は、開港五港に選ばれた新潟を近代化させよう
と、風紀改良や銀行の設立などさまざまな開化政策を推し
進め、公園の設立もその一環でした。
　園内でまず目を引くのは２つの池。東はひょうたん池、西
は蓮

はす

池という名がついています。蓮池は設立当初からありま
したが、ひょうたん池は明治11年、明治天皇の北陸巡幸に
合わせて掘られたものといわれています。そして、ひょうたん池の隣にある築山
「美

み ゆ き が

由岐賀岡
おか

」は池を掘ったときに出た土を使って造られたともいわれています。
ほかにも、園内には歴史を物語る記念碑や銅像などが数多く点在します。
　白山公園は、設立した頃の面影を残していることが評価され、平成30年に国
の名勝に指定されました。憩いの場として、多くの人に親しまれています。

蓮池ひょうたん池

至　昭和大橋

周辺地図

市役所

陸上競技場

りゅーとぴあ

白山公園
白新中

鏡淵小

信濃川
白山小

新潟大学
医歯学総合病院
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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

公民館
※公民館の申込受付は午前９時から

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。

高齢者、認知症の方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。
Ü同センター（高齢者：☎285-4165、認知症：☎
281-2783）へ

表示登記無料相談会
Ä７月31日（金）午前10時～午後２時
Ñ土地・建物の登記、境界などに関する電話相談
持相談に関わる図面、資料などを手元に用意し電話
※可能であれば事前に資料をファクスで事務局へ
（FAX：225-5678）
Ö７月27日（月）までに電話で県土地家屋調査士会事
務局（☎378-5005）へ

■子育てサロン「ふらっと」
Ä７月13日・27日（いずれも月曜）午前10時～11時30分
Ñ自由遊び、情報交換　※事前に検温してお越しく
ださい。専門のスタッフはつきません。
Ç未就園児と保護者10組程度　※入場制限する場合あり
持マスクの着用
Ö当日直接会場
■真夏の夜の感動！セミの羽化観察会
Ä８月１日（土）午後７時～８時30分　
Å県庁の森
Ç小学生と保護者20組　※応募多数の場合は抽選
持マスクの着用、懐中電灯、虫よけスプレー、飲み物
Ö７月14日（火・必着）までにはがきに「セミの羽化
観察会」および保護者と子どもの氏名（ふりがな）、
郵便番号、住所、電話番号、子どもの学校名・学年
を記入し、同館へ　※当選者のみ７月17日（金）まで
に案内を発送

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

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

■中国語サークル「月華会」入門・初級講座体験
Ä９月８日（火）午後３時30分～５時
Ç先着10人　　　
持筆記用具　　Ö７月８日（水）から電話で同館へ

日和山海岸一斉清掃　中止
　新型コロナウイルスの感染拡大を防止するため、
７月23日（祝）に予定していた日和山海岸一斉清掃は
中止します。
Ü窓口サービス課（223-7168）

水稲病害虫の共同防除を実施
　水稲病害虫の発生を防ぐため、共同一
斉防除を実施しますので、ご理解・ご協
力をお願いします。詳しくは江南区ホー
ム ペ ー ジ（http://www.city.niigata.
lg.jp/konan/sonota/sangyo_k_
boujo.html)をご覧ください。なお、中
央区は下記の日程で実施します。
Ä７月24日（祝）・31日（金）、８月８日（土）・16日（日）
午前４時～10時　※天候などにより日程を変更する
場合あり　　Å石山地区（長潟、山二ツ周辺）
Ü県農業共済組合　損害防止課（☎282-9293）

夏の街頭指導者実技講習会
Ä７月29日（水）
午前の部　午前10時30分～11時45分
午後の部　午後１時30分～２時45分
※30分前から受け付け開始。午前・午後ともに同じ
内容です。
Å市体育館
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、模擬コースでの実技
Ç普段街頭指導に当たっている人で新規または３年
以上受講していない人、小学１年生の保護者
持内履き、飲み物
Ö７月15日（水）までに電話で総務課（☎223-7069）へ

江南区
ホームページ

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

■幼児期家庭教育学級（全３回）
時間　午前10時～11時30分

期日 テーマ・講師

７/20
（月）

おうちで楽しむ読み聞かせ
講師　ほんぽーと中央図書館　司書

７/27
（月）

一緒にリフレッシュ！おやこヨガ
持飲み物、汗拭きタオル、動きやすい服装
講師　ふくまこづえさん（ヨガインストラクター）

８/３
（月）

みんなにっこり　親子あそび＆
アンド

交流会
持飲み物、汗拭きタオル、動きやすい服装
講師　松山由美子さん（はっぴぃm

マ マ

amaはうす代
表・保健師）

Ç１～３歳までの子どもと保護者10組　※応募多
数の場合は初めて受講する人を優先して抽選
Öあす６日（月）から７月15日（水）までにメール件
名に「家庭教育学級」、本文に保護者の氏名（ふりが
な）、住所、電話番号、幼児期家庭教育学級の受講
経験の有無、参加する子どもの人数を入力し、同
館(sekiya.co@city.niigata.lg.jp)へ　※落選者の
み７月16日（木）までに連絡
※保護者の方はマスクの着用をお願いします

新型コロナウイルスの感染拡大を防止する
ため、一部イベントなどが中止・延期、施
設が休館となる場合があります。事前に各
問い合わせ先へ確認してください。　
※掲載情報は６月 29日時点のものです

　新潟漆器を使ってみたい飲食店などの
店舗を募集します。既存商品の中から各店
舗の雰囲気やイメージに合わせた漆器を
用意しますので、ぜひ使ってみませんか。
Ü 地域課産業振興室（☎ 223-7054）

新潟漆器を使っておもてなし

北前船がもたらした伝統産業

　応募について

応募資格 区内で飲食業、販売業（和菓子、日本酒など）を営む店舗

申請期限 ７月31日（金）まで

内容 新潟漆器の有料貸し出し　
※原則６カ月。5,000円のリース料（損害保険料を含む）
の負担あり。リース終了後に買い取ることもできます。

申請方法 所定の申込書に必要事項を記載し、地域課産業振興
室へ　※詳しい要項は同課で配布しています

　「新潟漆器」とは？

　みなとまちとして繁栄した新潟には、各地の人・モノ・情報が
集まっていました。漆器もその一つで、江戸時代初期に秋田の
「春
しゅんけいぬり
慶塗」から伝来したと考えられています。その後、全国的に

も珍しい「変
かわりぬり
塗」の技法を多く生み出し、平成 15年には経済産

業大臣指定伝統的工芸品となりました。



肺がん・胃がん検診を以下の施設でも実施します
　新型コロナウイルスの影響で中止と
なったがん検診の受診機会を増やすた
め、今月から胃がん（バリウム）検診
と肺がん検診を追加で開催します。い
ずれも、予約が必要です。

対象　職場などで受診の機会のな
い40歳以上の人
持ち物　受診券、健康保険証、個
人記録票（肺がん検診・胃がん検
診）、自己負担金（胃がん検診のみ）
予約開始日　7月 8日（水）から
※受診券をお手元に用意して電話
してください。予約した時間は必
ずメモしてください。

※電話番号は市外局番（025）を省略しています。

７月開催

3中央区だより
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健康
・
福祉

■東地域保健福祉センター
　東万代町9-52【注】☎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。

母子保健事業などの中止について
　新型コロナウイルス感染症の影響により、以下
の事業を当面の間、中止しています。（掲載情報は
６月29日時点のものです）
・股関節検診・母体保護相談、安産教室、フッ
化物塗布
Ü健康福祉課健康増進係（☎223-7237）

　「初めての子育てで困ってい
る」「どこに相談すればよいか
分からない」などのさまざまな
悩みに助産師や保健師、栄養士、
歯科衛生士などの専門職が応じ
ます。小さなことでも、お気軽にご相談ください。
Ç妊産婦、乳幼児の保護者

 電話相談を受け付けています
子育てのお悩み抱えていませんか

相談先
・健康福祉課健康増進係（☎223-7237）
・各地域保健福祉センター（電話番号は
上記参照）
受付時間：午前８時30分～午後５時30分

・　　は、新たに予約制となった事業です。
・�ご自宅での体温測定およびマスク着用（乳幼児は保
護者のみ）をお願いします。

妊婦歯科健康診査�
Ä８月７日（金）
受付時間　午後１時～２時15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先着30人
Ö７月22日（水）から８月５日（水）までに電話で健康
福祉課健康増進係（☎223-7237）へ

集団がん検診（胃がん・肺がん）【９～12月】
　検診受診時の密集を避けるため、人数を制限して
実施します。
Ü健康福祉課健康増進係（☎223-7246）
■胃がん検診
時間　①午前９時～同30分、②午前９時30分～10
時、③午前10時～同30分、④午前10時30分～11時、
⑤午前11時～同30分
Ö各受付開始日から電話で市医師会メジカルセン
ター（☎240-4134）へ　※先着順。予約した時間を
メモしてください。
申込受付時間　平日午前９時～午後４時30分　※土
日・祝日は休み

期日 会場 対象者 受付
開始日

9月

15 火 東地域保健福祉セン
ター 女

８/19（水）25 金
鳥屋野運動公園野球場 男女

29 火

10月 ８ 木 鳥屋野運動公園野球場 男女 ９/23（水）

11月

９ 月 市役所分館

男女 10/21（水）16 月 中央地域保健福祉セン
ター

27 金 総合保健医療センター
（紫竹山３）

■肺がん検診
時間　①午前９時～同30分、②午前９時30分～10
時、③午前10時～同30分、④午前10時30分～11時、
⑤午前11時～同30分、⑥午後１時～同30分、⑦午
後１時30分～２時、⑧午後２時～同30分、⑨午後
２時30分～３時
※12月６日（日）実施分のみ、各回30分遅れで開始。
Ö各受付開始日から電話で県保健衛生センター（☎333-
8328）へ　※先着順。予約した時間をメモしてください。
申込受付時間　平日午前９時～午後４時30分　※土
日・祝日は休み

期日 実施
時間 会場 対象者 受付

開始日

９月

４ 金

午前
のみ

東地域保健福祉セ
ンター

男女

８/19（水）
７ 月 北部総合コミュニ

ティセンター

11 金 中央地域保健福祉
センター 女

17 木 東地域保健福祉セ
ンター 男女

25 金 午後
のみ

鳥屋野運動公園野
球場 男女

９/７（月）
30 水 午前

のみ
南地域保健福祉セ
ンター 男

10月

16 金

午前
のみ

鳥屋野運動公園野
球場 男女 ９/28（月）

21 水 中央地域保健福祉
センター 女

10/５（月）
23 金 南地域保健福祉セ

ンター 男女

11月

６ 金

午前
のみ

東地域保健福祉セ
ンター 女

10/21（水）
12 木 市役所分館

男女
18 水 中央地域保健福祉

センター

11/２（月）24 火 南地域保健福祉セ
ンター 女

27 金 午後
のみ

総合保健医療セン
ター（紫竹山３） 男女

12月 ６ 日 午前
午後 市役所分館 女 11/18（水）

※６月29日時点で決定している日程です。今後追加
される日程は、次号に掲載予定です。
※会場の住所は案内冊子「検診いっ得？」７～８ペー
ジをご覧ください。

会場①　【県保健衛生センター】成人病検診センター（川岸町２）
■肺がん検診　　Ö電話で同センター（☎333-8328）へ
申込受付時間　平日午前９時～午後４時30分　※土日・祝日は休み
検診時間　午後２時～４時　　Ç各日先着40人
実施日 ７月 13日（月）・17日（金）・20日（月）・27日（月）・31日（金）

会場②　市医師会メジカルセンター（紫竹山３）
■胃がん検診（バリウムのみ）
Ö電話で同センター（☎240-4134）へ
申込受付時間　平日午前９時～午後４時30分　※土日・祝日は休み
検診時間　午前９時～11時　　Ç各日先着30人

実施日 ７月 15日（水）・17日（金）・20日（月）・21日（火）・29日（水）・31日（金）

■肺がん・胃がん同時検診
Ä10月２日（金）①午前９時～同30分、②午前９時30
分～10時、③午前10時～同30分、④午前10時30分～
11時、⑤午前11時～同30分
Å総合保健医療センター
（紫竹山３）
Ç女性
Ö９月４日（金）から電話
で市役所コールセンター
（☎ 243-4894）へ　※先
着順。予約した時間をメモ
してください。

健診事業などの一部再開について
子どもの健康診査
　３月４日より休止していた以下の健診を６月中旬
より再開しています。新型コロナウイルスの感染を
予防するため、一部内容を変更し、対象者へは下記
の表のとおり案内を郵送していますので、ご確認く
ださい。ご理解・ご協力をお願いします。
Ü健康福祉課健康増進係（☎223-7237）

健診名

対象者

はがきが届く人
※再開のお知らせで
す。健診日時、会場、
持ち物などをご確認
ください。

封書が届く人
※延期のお知らせ、
問診票を同封しま
す。問診票は、はがき
の案内が届くまで保
管してください。

１歳誕生歯科
健康診査

平成31年３～４月生
まれの子ども

令和元年７～８月生
まれの一部の子ども

１歳６カ月児
健康診査

平成30年８～９月生
まれの一部の子ども

平成30年11月生ま
れの子ども

３歳児健康診査
平成28年９～10月
生まれの一部の子ど
も

平成29年１～２月生
まれの一部の子ども

中央区健康づくりサポータ－
中 央子（なか　ちかこ）


