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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
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区の人口 （住民基本
台帳による）令和２年（2020年）

人口…… 174,885人 （+47）
　男………83,046人 （+6）
　女………91,839人 （+41）
世帯……87,890世帯 （+63）
※令和２年6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

　江戸時代、北前船の伝来で栄えた「しもまち」。その頃にも
たらされた湊町文化が今も息づく、魅力あるこのエリアを多く
の人に知ってもらおうと始まる新たなプロジェクトです。
　しもまちを舞台に、アーティストやクリエイターたちが活動してい
る様子をSNSや動画サイトで発信します。しもまちを知らなかった
人も、“はじめて” 訪れてみませんか。　 地域課（☎223-7025）

　しもまちを題材
に、地域から出た廃
材を使ったアート作
品やウォールアート
の制作を行います。

アート

作：西山りっく
（イラストレーター） 作：村井孝昭（デザイナー）

作：畑山駿（家具職人）

小
こばなし

話

まち歩
き気分

で！

最終回　沼垂地区　町の引越しは神社もお寺も一緒に

えんで

新潟シティガイド　深澤　一彦さん

ガイドさんの ミニ 解説

　沼垂地区には多くの神社・仏閣がありますが、中でも蒲原神社は
蒲原四郡の総鎮守として、古くから人々に親しまれてきました。木・
火・土・金・水の五柱の神様を祀ることから「五

ごし ゃ
社神社」、畠

はたけやま
山六

ろくろう
郎

重
しげむね
宗も祀っていることから「六郎神社」、神社が大島（左図➌）の山

の上にあった頃、四方が青い海に囲まれていたことから「青
おう み
海神社」

など、さまざまな呼び名があります。
　また、蒲原神社といえば、まつり
の第一夜に農作物の豊凶を占う「御

お

託
たくせん
宣」も有名です。今年の蒲原まつ

りは中止でしたが「御託宣」は行わ
れ、「五穀 七分八分の作 水あり（多
少の雨が降るが平年並み）」とのお
告げが出ましたね。

　沼垂地区には1200年ほど前からの歴史ある神社・仏閣が数多くあ
りますが、そのいずれも、最初から今の地にあったわけではありません。
　沼垂のまちは、王瀬（左図➊、現在の山の下地区の松島から上王瀬）
が発祥の地とされ、中世から湊町として栄えてきました。ところが、
江戸時代初期に信濃川と阿賀野川が合流し、河口の変化によってまち
が侵食されたり川底が浅くなったりしたため、その度に町ごと移転を
繰り返してきました。1684年に現在地に定住するまで、約50年の
間に４回も移転し、神社・仏閣も一緒に引越しを繰り返してきたのです。

【左図】沼垂移転の概略位置
※数字は移転の順番とおよその位置

【上図】戦国時代の河口付近の推定位置関係
※点線は現在の位置
図の出典：新潟市発行「沼垂の町　小路めぐり」

蒲原神社

このエリア
（しもまち）
が舞台！

　クリエイターたちが自身の視点で
捉えたしもまちを映像や写真で発
信。湊町の風情やレトロなまち並み
が残るしもまちの魅力に迫ります。

映像
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新潟柳都中

片桐悠太
（フォトグラファー）

千葉仁
（映画監督）

　新潟のテレビ番組でテーマソ
ングも担当する岡村翼さんが、
しもまちを題材にした曲作りに
挑戦。若手アーティストも参加
して、この挑戦を盛り上げます。

音楽

岩船ひろき

原生真

杉本ラララ

key:

岡村翼

小池麻衣コダハルカ

小熊雄大 小野雄大

「はじめて、しもまち。」
しもまちで新たなプロジェクトがはじまります

　新型コロナウイルス感染症の状況をみながら、
徐々に現地でのイベントも開催していきます。
例えばこんなこと…
■まち歩き
　お店や歴史、まち並みなどテーマ性をもった
まち歩きを開催。アーティストやその道のプロ
がご案内します。
■ライブイベント
　公園や施設などさまざまな場所で体験型講座
やゲストトーク、ミニライブなどを開催！
■マルシェ
　野菜・果物の販売や、しもまちの名店が出店
するマルシェを開催！ SNSや動画サイトに出演
するアーティストも参加します。

　今後、ハッシュタグ「＃しもまちにいがた」を
起点に、フェイスブック、ツイッター、インスタ
グラムでプロジェクトの進捗を発信していきます。
※動画サイト（ユーチューブ）や作品配信サイト
（ノート）、現地でのイベントは詳細が決まり次第、
本誌などでお知らせします。

まずはSNS
で発信

　しもまちの人・モノ・
コト、歴史に焦点を当て
た記事をツイッター、イ
ンスタグラム、作品配信
サイト「note（ノート）」
などで発信します。

記事
日和山小

間藤一也
（ライター）

長谷川円香
（ライター）
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 “社会を明るくする運動” 総理大臣メッセージ伝達式

　７月１日、同運動を行っている新潟中央地区保
護司会の八木由美子会長＝写真左＝が NEXT21・
1 階アトリウムで日根区長＝写真右＝に総理大臣
メッセージを伝達しました。
　同メッセージには、犯罪や非行から立ち直ろうとす
る人を地域で受け入れ、誰もがやり直し、活躍でき
る社会を構築することの大切さが述べられています。

 “社会を明るくする運動”とは？
　犯罪や非行をした人たちの立ち直りを支えるとともに、犯罪や非行のない
安全で安心な明るい地域社会を築くための全国的な運動です。

※電話番号は市外局番（025）を省略しています。

7月強化月間 ヘルシーランチ提供店を募集します
　中央区の健康課題である糖尿病を予防し、健康に配慮した食事を食生活
に取り入れるきっかけにしてもらうため、野菜・海藻・きのこ類を使い、
塩分に配慮した献立を提供する区内飲食店を募集します。提供店が決まり
次第、本誌や区ホームページで紹介します。
募集期間　あす20日（月）から８月31日（月・必着）まで
応募方法　申込書を健康福祉課健康増進係へ　
※募集チラシと申込書は同課で配布するほか、区ホームページでも取得可能です。
健康福祉課健康増進係（ヘルシーランチ事務局、☎223-7246）

Ｌｅｔ’ ｓ　Ｔｒｙ　糖尿病予防！

施設名 施設概要 利用時間 休館日 利用料金 利用条件 入場定員

♣鳥屋野
総合体育館

（☎241-4600）

屋内25ｍ、
幼児用、
ウオーター
スライダー
（以下ＷＳ）

８/31（月）まで
10：00～21：00
※日曜・祝日は10：00
～18：00

木曜
※７/23（祝）
は開館

一般500円
小・中学生、
65歳以上
200円

  小学
４年生以下

70人

♣西海岸公園
市営プール

（☎267-6858）

屋内25ｍ、
幼児用、
WS

８/31（月）まで
10：00～21：00
※８/13（木）は10：00
～17：00、日曜・祝日は
10：00～19：00

月曜（祝日の
場合翌日） 100人

※７/23
（祝）以降
は120人

屋外50ｍ
８/15（土）まで
10：00～18：30
８/16（日）～８/31（月）
10：00~18:00

無休 添 小学生
　　以下

東公園
児童プール
※問い合わせは
西海岸公園
市営プール

子ども用
（水深0～
70cm）

８/31（月）まで
９：00～16：30 無休 無料 小学生以下 

添  就学前児 なし

添

　７月中旬から８月末までの区内の市営プールの利用概要は下
記の通りです。そのほかの期間については、各施設にお問い合
わせください。

あつ～い夏はプールで涼もう

施設名 開放場所 期日 時間 対象 開放しない
日

東地区公民館
（☎241-4119）

フリースペース
７/27（月）～
８/31（月）

９：00～17：00 小学生

８/23（日）
９：00～19：00
※日曜・祝日は17：00
まで

中・高校生

学習室 ９：00～17：00 中・高校生

鳥屋野地区公民館
（☎285-2371）

フリースペース 毎週土曜 13：00～17：00 小・中・高校生

なし
学習室

８/１（土）～
８/22（土）

９：00～18：00
※日曜・祝日は17：00
まで

中・高校生

８/18(火）～
８/21(金） ９：00～12:00 小学生

関屋地区公民館
（☎266-4939）

フリースペース
７/27（月）～
８/31（月）

９：00～19：00
※日曜・祝日は17：00
まで

小・中・高校生
７/28（火）、
８/25（火）

学習室 中・高校生

石山地区公民館
（☎250-2930）

フリースペース
８/１（土）～
８/31（月）

９：00～19：00
※小学生は18：00
まで。日曜・祝日は
17：00まで。

小・中・高校生 ８/23（日）
学習室

夏休みの公民館 フリースペース・学習室

　フリースペースは宿題、読書、ゲームなど自由に使ってください。学習室
は静かに利用しましょう。また、各施設ではマスク着用や対人距離の確保な
ど、新型コロナウイルス感染症対策を行っています。　※館によっては、曜
日により使えない時間帯があります。詳しくは各館にお問い合わせください。

※注意事項
　水泳帽子を着用しましょう。休館日以外や無休の施設でも天候や水質状況、大会などにより
休館する場合があります。添 マークは付き添いが必要です。付き添い人の条件などは各施設
に問い合わせてください。オムツが取れていない子どもは水泳用オムツを着用してください。

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」
８月３日・17日・24日・31日（いずれも月曜）午前
10時～午後２時（出入り自由。昼食の持参可）
自由遊び　※毎回午前11時から絵本の読み聞かせ

を実施。
乳幼児と保護者
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。

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

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

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

■夏休み子ども体験教室
各回小学生先着30人
７月22日（水）から電話で同館へ

期日 時間 内容

８/６
（木）

10：00～
12：00

アニメ映画上映会　「トムとジェリー」ほか

８/８
（土）

挑戦！君もけん玉パフォーマーズ
講師　長谷川哲朗さん（新潟けん玉部
GATAKEN代表）　 150円

■子育てネットまつぼっくり
８月７日・14日・21日・28日（いずれも金曜）
午前10時～正午　　 親子の遊び場
乳幼児と保護者　　 当日直接会場
■おもちゃの修理「おもちゃ病院にいがた」
８月７日（金）午前10時～正午
壊れたおもちゃの修理
無料（実費負担の場合あり）　　 当日直接会場

図書館

■ほんぽーと子ども司書講座（全４回）
８月17日（月）から８月20日（木）までの午後１時
30分～４時　　 ほんぽーと中央図書館
小学５・６年生先着６人　　持筆記用具
７月25日（土）午前10時から電話で同館(☎246-7700）へ

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

■ご近所だんぎ「健康はお口から」
７月27日（月）午後１時30分～３時30分
口腔ケアについての話
先着40人　　持筆記用具
当日直接会場　※マスクの着用をお願いします。

■ひよこファミリーらんど
８月４日・11日・18日・25日（いずれも火曜）午
前10時～正午　　 保育室の開放
乳幼児と保護者　　 当日直接会場
※受付時に検温および体調確認などへのご協力をお
願いします。

■とやのレコードこんさーと
７月29日（水）
午前の部　午前10時30分～11時30分
午後の部　午後１時30分～２時30分
※30分前から開場。午前・午後ともに同じ内容です。
昔懐かしいレコードをかけるコンサート
各回先着30人　　 当日直接会場
※マスクの着用をお願いします。

※新型コロナウイルス感染拡大防止の取り組み
・入館時に検温とチェックリストの記入をお願いします。
・採暖室、ジャグジー、ドライヤーなど利用できない設備があります。
・ゴーグルの貸し出しは中止しています。
・定員に達した場合は利用できません。ご了承ください。

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。

子ども勉強会　参加者募集
　大学生が中学生に個別に勉強の仕方を指導します。
受験の相談にも応じます。
８月１日（土）から令和３年３月28日（日）までの毎
週土・日曜午前９時～正午
万代地区（決定時にお知らせします）
市・県民税の所得割が課税されていない世帯の中学生
若干名　※応募多数の場合は世帯の状況を考慮して決定
７月31日（金・必着）までに参加申込書を中央区保
護課へ提出。参加申込書は中央区保護課および健康
福祉課、東・南出張所窓口に設置。
保護課（☎223-7331)

夏の体験講座　空きビンでアクアドーム作り
８月１日（土）・21日（金）
午前の部　午前10時～11時30分
午後の部　午後１時30分～３時
ゆいぽーと　　 小学生とその保護者各回先着８組

持思い出の小物　　 １組300円
電話でエコープラザ（☎270-3009）へ



3中央区だより

＝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

令和２年（2020年）７月19日

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
。

≪広告欄≫

※電話番号は市外局番（025）を省略しています。

育ぱる
申込先

10か月育
ちの講座
申込先

育カフェ
申込先

令和２年度　第３回自治協議会の概要
　６月26日に第３回自治協議会を開催しました。会議の資料は、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令和元年度中央区組織目標の取組結果及び令和２年度中央区組織目標についての報告
②令和３年度中央区特色ある区づくり予算の概要

■次回の開催案内
８月28日（金）　※時間未定

※７月は開催しません。次回開催の詳細は本誌８月16日号でお知らせします。
地域課（☎223-7023）

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

・ 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。

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）
保健師や助産師への相談、参加者同士の情報交換、

沐浴など育児講座（妊カフェ）、ほか　※８月から育カフェ
は感染症対策をしたうえで、会場での開催を再開します。
７月22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（８月） 育カフェ（８月）

対象　生後１～５カ月の子どもと母親

子育て交流ぽーとtテ テ
ete（☎080-9680-6822）

■育ぱる（リモート、毎月開催）
８月５日（水）午前10時～11時30分
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
おおむね生後６～９カ月の子どもと保護者12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７月30日以降に通知）
７月22日（水）から７月29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。
はっぴぃmマ マama応援団（☎278-3177、水曜定休）

妊カフェ
申込先

■リモート開催
８/17（月）

13：30~15：30
妊 婦 先 着15人。

パートナーの参加可。
■リモート開催
８/21（金）

10：00~11：30

■10か月育ちの講座（リモート）
８月25日（火）・26日（水）午前10時～11時30分
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10月生まれの子ども（25日は令和

元年11月生まれも対象）と保護者先着20組
７月23日（祝）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。
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
離乳食の始め方と進め方の講話
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）
７月22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～２時30分　※受け付けは１
時15分から

期日 会場 定員
（先着）

８/４（火） 南地域保健福祉センター 15人

８/27（木） 中央地域保健福祉センター 10人

ステップ離乳食
８月４日（火）午前10時～11時　※受け付けは９時
40分から　　 南地域保健福祉センター
２回食・３回食への進め方、試食
おおむね生後６カ月以上の子どもの保育者先着15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）
７月22日（水）から８月２日（日）までに電話で市役
所コールセンター（☎243-4894）へ

健康相談
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）
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

８/７（金）13：30～14：30 東地域保健福祉センター ８/５（水）

８/11（火）９：15～11：00 南地域保健福祉センター 8/６（木）

８/12（水）13：30～14：30 中央地域保健福祉センター 8/７（金）

育児相談
保健師などによる個別相談
中央区民　※会場によって定員が異なります。詳し

くは、各地域保健福祉センターへお問い合わせください。
持母子健康手帳、バスタオル
７月22日（水）から電話で最寄りの各地域保健福祉
センターへ　※先着順。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申し込みください。

期日 時間 会場

８/６（木）9：30～11：00 ◎♦中央地域保健福祉センター

８/18(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）

８/19(水）
9：30～11：00

◎♦南地域保健福祉センター
13：30～15：00

８/27(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

フッ化物塗布
８月７日（金）①午前９時30分、②午前10時
南地域保健福祉センター
４歳未満の子ども各回先着10人

持母子健康手帳、バスタオル　　 1,020円
７月22日（水）から８月５日（水）までに電話で市役
所コールセンター（☎243-4894）へ

安産教室
８月26日（水）午後１時30分～３時30分　※15分前か
ら受け付け開始　　 南地域保健福祉センター
出産予定月が令和２年11月までの中央区在住の妊
婦先着12人　　持母子健康手帳、筆記用具
７月22日（水）から健康福祉課健康増進係（☎223-
7237）へ
※次回は９月17日（木）に実施します。本誌８月16
日号で詳しくお知らせします。

骨粗しょう症予防相談会
８月20日（木） ①午前９時45分、 ②午前10時15
分、 ③午前10時45分、 ④午前11時15分、 ⑤午後１時
15分、 ⑥午後１時45分
東地域保健福祉センター
骨粗しょう症予防のための健康相談、骨密度測定
治療中でない18歳以上の人各回先着５人
７月23日（祝）から電話で市役所コールセンター

（☎243-4894)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

新潟大輪朝顔展示会
７月25日（土）・26日（日）午前７時～
11時30分　　 白山神社
新潟大輪朝顔会・田中（☎090-2538-
3144）

８月の肺がん・胃がん検診（追加開催）
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 21 日（火）から　※８月 20
日（木）以降の実施日は、７月 28日（火）から
受け付け。なお、回覧板でお知らせした電話受付
時間は、時間を拡大して変更しました。
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
電話で同センター（☎333-8328、または☎

267-6323）へ
申込受付時間　平日午前９時～午後４時30分
※土日・祝日及び８月12日（水）～14日（金）は休み
８月３日（月）・７日（金）・17日（月）・19日（水）・
20日（木）・21日（金）・24日（月）・28日（金）・
31日（月）午後２時～４時　　 各日先着40人
会場②　市医師会メジカルセンター（紫竹山３）
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・祝日及び８月13日（木）～14日（金）は休み
■胃がん・肺がんセット検診
８月４日（火）・５日（水）・７日（金）・11日（火）・12
日（水）・17日（月）・20日（木）・25日（火）・26日（水）・
31日（月）午前９時～11時　　 各日先着20人
■肺がん検診
８月４日（火）・７日（金）・20日（木）・25日（火）午後
１時30分～３時30分　　 各日先着40人

中央区だより広告募集
対象　中央区に本社や営業所を有する事業所
募集する号　令和２年10月～令和３年３月の毎月第１・３日曜
日号
募集枠数　先着72枠　※各号、原則１事業者１枠
※そのほかの詳細は、区ホームページ＝二次元コー
ド＝でご確認ください。
所定の用紙に必要事項を記入し、７月31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
同課（☎223-7035）

先着６組

21日：先着６組
28日：先着９組

■会場開催
８/21・28（い

ずれも金曜）10：
00~11：30
21日は燕喜館

（白山公園内）、
28日は天寿園


