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自分らしく生きる
ってなんだろう？

令和２年度北区男女共同参画地域推進員企画事業

　自分らしく生きるために、大切なことは何だと思いますか？
　８月11日（火）に、異性が多い職場で働いている人と北区男女共同参画地域推進
員との座談会を開催し、一緒に考えてみました。
　異性が多い職場で自分らしく働くみなさんが、自分自身の仕事や職場について
思っていることなど、現場の生の声を聞きました。

北区男女共同参画地域推進員バス・タクシー運転手
東港タクシー株式会社
高橋 裕美子 さん

保育士
市立太田保育園

河合 信之介 さん 山岸 洋子 さん 小西 佳子 さん

男女共同参画地域推進員とは…
　男女共同参画社会の実現に向け、市と連携して活動
しています。また、本事業の企画立案をしています。

面白いと思ったのがきっかけ

小西：どうして今の職業に就こうと思いましたか。

高橋：東港タクシーは実家が経営していて、30年
以上働いています。経理や請求書の処理などの事務
をしていましたが、運転手不足のため、５年前に二
種免許を取得しました。運転手が足りない時だけ運
転しています。運転は嫌いではありませんでしたが、
バスやタクシーを運転するのは自家用車を運転する
のとはわけが違いました。最初はお客さんを乗せて、
お金をもらうということに緊張しました。

河合：学生時代に、年の離れた妹を保育園に送迎
していました。もともと保育士の仕事に興味があ
り、妹の送迎をしていて他の子どもたちと関わる
中で、子どもの成長をこんな間近で見られるのは
面白いなと思ったのがきっかけです。

「楽しい」がやりがいに

山岸：仕事のやりがいを教えてください。

高橋：冬期間に中学生の通学のために区バスを運
行しています。毎日運転していると、自然と子ど
もたちとの距離が縮まり、いろんなことを話して
くれます。学校での出来事などを教えてくれたり、
女の子からはバレンタインデーにチョコをもらっ
たりすごく楽しいです。

河合：この年齢の子どもの育ちをどのようにつ
くっていこうかという計画を立て、どうしたら園

児たちが安全にけが無く育っていけるかなど、普
段から意識しながら仕事をしています。今は、こ
のコロナ禍のなかで園児の感染予防に特に気をつ
けています。私が考えた遊びや活動をした子ども
たちが「楽しかった、また明日もやりたい」と言っ
てくれることにやりがいを感じます。

理解が得られず、どうしようもない部分も

小西：異性の多い職場についてどう思いますか。

高橋：女性は自分と事務員を含めて二人だけです
が、特に抵抗はありません。従業員は社長に何か
言いたいことがあると、まず私に言います。そう
すると私が柔らかく社長に伝えるので、いいクッ
ションになっているのだと思います。

河合：男性が少ないものだと思って保育士になっ
たので、抵抗などはありません。逆に受け入れる
先生方が気を使ってくれているのではないかと思
います。今まで勤務した保育園が恵まれていたの
かもしれませんが、不便さを感じたことはありま
せん。
　ですが、仕事で関わる人との距離感や信頼関係
を築く際に、男性ということで難しさを感じるこ
とはありました。まだまだ女性の多い職場なので、
男性保育士に対する理解が浸透していないと感じ
る場面もあります。仕事であるということを理解
していただきたいですが、どうしようもない部分
もあるように感じます。男性も働きやすい職場に
なるよう真摯な対応を心掛けています。

家族からの反対はなかった

山岸：今の職業に就くとき、家族の反応はどうで
したか。

高橋：二種免許を取ることは、社長である父親から言
われたことだったので、反対などはありませんでした。

河合：私も反対はされませんでした。保育の専門
学生時代は、60人中男性は10人でした。女性だ
けしか受け入れてない学校もあったので、学校を
探すのは大変でした。

性別を超え個性を生かし、
協力しあうことが大切

小西：男女共同参画についてどう思いますか。

高橋：男性がやっていることの１から10までを女
性ができるかと言われると、そうではないと思いま
す。逆の場合も同じです。異性の多い職場で仕事を
続けていくには、周りの協力が必要だと感じます。
　女性がもっている良さと男性がもっている良さ
は違うと思います。お互いで補い合い、性別を超
えて協力し合うことが大切だと思います。

河合：性別によってできないことがあるのは当然
だと思います。それぞれの個性を生かし、協力し
合いながら仕事をすることが大切だと思います。
　今は家庭のあり方もさまざまです。男女の保育
士と接することで得られる体験は、園児にとって
プラスなのかなと思います。

（文中敬称略）

地域の伝統を未来につなぐ
　９月12日（土）に葛塚中学校にて体育祭が開催され、３年生が制作し
た灯籠が披露されました。
　これは新型コロナウイルスの影響により、従来の教育活動ができな
いことや葛塚まつりが中止となったことをふまえ、同まつりの伝統や
地域の思いをつなぐために、同校が企画したものです。
　生徒たちは、 地域の人から作り方のアドバイスをもらい、灯籠の土
台を自治会から借り受けるなど、７月から準備を進めていました。
　灯籠を制作した生徒は「葛塚まつりの歴史を守るため、体育祭で再現
しました。地域の人に協力してもらい、今までにない体育祭になりま
した。」と話しました。灯籠は豊栄商工会青年部より表彰を受けました。



問健康福祉課児童福祉係（☎387-1335）または、入園を希望する各保育園・認定こども園

保育園・認定こども園　令和３年度の入園案内
　利用できる施設は、保護者の就労状況や子どもの
年齢などにより異なります。

保育園名 定員（人）受入年齢（～） 所在地 電話番号

市立

ちとせ 90 ６カ月 松浜 6-11-1 259-2614
太夫浜 60 ６カ月 太夫浜 1964-1 259-4877
かやま 120 ２カ月 嘉山 1-2-41 387-5201
すみれ 150 ２カ月 石動 1-10-1 387-3149
早通南 120 ２カ月 早通南 1-9-7 387-4589
早通北 150 ２カ月 早通北 3-7-30 387-2208
木崎 80 ２カ月 横井 279 386-3155
越岡 80 ２カ月 十二 321 387-5600
二葉 100 ２カ月 浦木1523-1 387-3774
太田 80 ２カ月 太田 2005 386-2329
三ツ森 60 １歳 森下 1409 386-0580
若葉 80 ２カ月 新鼻 279-2 386-3100

私立

みなと福祉 60 ２カ月 松浜 7-4-11 259-3394
光華 80 ２カ月 島見町 1972 255-3722
青い鳥 150 ２カ月 須戸 588 386-2424
こまくさ 120 ２カ月 柳原 3-10-25 387-2175
ほのぼの 70 ６カ月 樋ノ入 1143-1 387-6200

認定こども園名 定員（人）受入年齢（～） 所在地 電話番号

私立

小鳥の森 130 ６カ月 嘉山 533 386-9441
松浜 140 ２カ月 松浜本町 4-2-38 259-7070
つくし 135 ２カ月 東栄町 1-1-66 387-2623
早通みずほ 45 ３歳 早通 78 386-9474
あがの 130 ２カ月 新元島町 3953-3 259-6100
あたごとまと 104 ２カ月 葛塚 4851 388-7676
にごりかわ 135 ４カ月 濁川 300-1 259-7068
豊栄マリア 115 ２カ月 内島見 1243-2 387-5367

申請書類は、
各保育園・認定こども園
で配布しています

映画上映会「ムーミン谷の彗星 パペットアニメーション」

ムーミン谷に迫りくる彗
すい
星
せい
と

ムーミンの冒険ストーリー

日時　11月８日（日）午後２時
料金　500円（全席自由）
※４歳未満入場不可
問北区文化会館（☎388-6900）

区バス・おらってのバス
買い物・通院などに利用を

▲区バス
ホームページは
こちら

▲おらってのバス
ホームページは
こちら

認定こども園(幼稚園機能)
申 込 先　入園希望の認定こども園
申込期限　施設により異なる

０～５歳の児童で、保護者が就労
などにより家庭で保育できない場合

３～５歳の児童で、就学前の
幼児期の教育を希望する場合

保育園、認定こども園(保育園機能)
申 込 先　第１希望の施設
申込期限　10月16日(金)
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電話番号（☎）は市外局番025を省略して記載しています。本文中の申問などのマークは３面おしらせ版と同様です。

集団検診のお知らせ(10・11月)
問健康福祉課健康増進係（☎387-1340）

胃がん検診

乳がん検診

※新型コロナウイルス感染症の影響で、「検診いっとく」「北区集団検診カ
レンダー」に記載の日程から変更になっています。定員に達し次第、予約を
終了します

人令和３年３月31日時点で、40歳以上の人
申10月６日(火)から電話で市役所コールセンター (☎243-4894)

人令和３年３月31日時点で、40歳以上で偶数年齢の女性
※令和元年度に受診しなかった人も対象
申予約開始日から電話で市役所コールセンター (☎243-4894)

期日 時間 対象 会場
10/26（月） ９：00

～11：00
男性 葛塚コミュニティセンター

10/27（火） 男性・女性 木崎コミュニティセンター

期日 時間 会場 予約開始日
11/５（木） ９：30

～15：30
北地区コミュニティセンター 10/３（土）

11/８（日） 北地域保健福祉センター 10/15（木）

・�検査をしやすい服装で来てください。
検診着の利用は200円がかかります
・�郵送されている個人記録票は自宅で
記入してきてください

集団検診を受けるときの注意事項

　自分の骨密度を知って、丈夫な骨で健康に過ごしませんか。
　若い人の参加もお待ちしています。

日11月４日（水）�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
場木崎コミュニティセンター
内骨密度測定（超音波式、かかとを素足で測定）、健康相談、運動指導など
人18歳以上各回先着５人（骨粗しょう症で治療中の人、両足のかかと
に骨折や外傷がある人を除く）
申10月８日（木）～ 11月２日（月）に電話で市役所コールセンター（☎243-4894）

　時刻表や運行ルートなど詳しい内容は、北区役所、北出張所、
北区内の連絡所などで配布している「北区・区バス住民バスご利用
案内」や北区のホームページに掲載しています。
■区バス
運賃（現金）　中学生以上210円
　　　　　　小学生以下110円
　　　　　　１歳未満無料
問地域総務課（☎387-1155）

■おらってのバス
運賃（現金）　高校生以上200円
　　　　　　中学生以下100円
　　　　　　就学前児（保護者同伴）無料
問おらってのばす事務局
　（☎090-8173-9222）
※�区バス・おらってのバスともに、「シニア半わりりゅーと」の提示で
現金運賃が半額（10円未満切り上げ）になります。また、現金での支
払いよりお得に乗車できる回数券（11枚つづり）もあります。詳しく
は問い合わせてください。

骨粗しょう症予防相談会
問健康福祉課健康増進係（☎387-1340）

あなたの骨は大丈夫？

食推イチオシレシピ　大根の蒸し餃子

❶　�ダイコンは皮をむき、薄く輪切り
（１～２mm程度）にして、塩５gを振る。

　　�水分が出て、しんなりしたら水洗い
して、ザルにあげて水気を切る。

❷　�タマネギ、ニラ、キャベツをみじん
切りにして、ボウルに入れる。

　　�ごま油、塩３g、ひき肉、こしょうを
加え、よく混ぜる。

❸　�ニンジンは薄く輪切りにし、型抜きで花を作る。
❹　�❶の片面に片栗粉をつけ、つけた面に❷の具をのせ、ふちを合わせて

形を整える。�具と一緒に❸を入れたものと、入れないものと２種類作る。
❺�　�蒸し器で10分程度蒸す。
❻�　�皿に盛り付ける。たれの材料を混ぜ合わせ、好みでつける。

４人分の材料
ダイコン（直径６cm以上のもの）			500g ひき肉（合びき）							300g
タマネギ										 35g ニラ												 25g
キャベツ										100g ニンジン										 70g
塩														８g こしょう										 少々
ごま油											 少々 片栗粉											150g
【たれ】
しょうゆ										 適宜 酢													 適宜
ラー油											 適宜

〈１人分当たりの栄養計算〉
エネルギー：372kcal、たんぱく質14.3g、脂質16.6g、炭水化物39.7g、食塩相当量1.2g
※たれを除く

北区食生活改善推進委員協議会　木崎グループ
―― 作　り　方 ――

　当日マスクの着用、自宅での検温をお願いします。発熱、咳
せき
、倦
けん
怠
たい
感
かん

がある場合は受診・参加できません。

集団検診・骨粗しょう症予防相談会に参加する人へ

認定こども園

保育園

検査をしやすい服装

体
調
が
す
ぐ
れ
な
い
場
合
な
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、参
加
を
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て
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さ
い
。
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大学生による家庭介護セミナー ～楽しく学ぶ日頃の感染症対策～

と

By You
No.77

と

By You

　中学生が、地域貢献活動を通して考
えたり感じたりしたことを切り口に、
地域の課題に向き合い、自分たちにで
きることは何か、地域の皆さんととも
に考えます。どなたでも参観できます。
日10月14日（水）午後１時半～３時20分
問北区教育支援センター（☎387-1525）

██ 豊栄地区公民館
問同館（☎387-2014）
▍ご近所だんぎ「押し花でうちわをアート」
日10月８日（木）午後１時半～２時半
話題提供　更

さ ら

級
し な

ゆきえさん
※手話通訳あり
￥100円　
申10月６日（火）までに直接同館
▍美術企画展　星野健司彫刻展　女戰
士たちの帰還
会期　10月20日（火）～ 11月８日（日）
午前９時～午後９時
※11月１日（日）は休館
▍アーティストトーク&ワークショップ█
水彩絵の具で遊ぼう～大人も子どもも
だれでも芸術家！デカルコマニー
日10月31日（土）午後１時半～４時
講師　星野健司さん　
人先着15人（就学前児は保護者同伴）
申10月26日（月）までに電話で同館
▍区民ギャラリー
【豊栄文化協会祭・書道展】
会期　10月10日（土）～ 13日（火）
午前９時～午後７時
【豊栄文化協会祭・短歌展】
会期　10月15日（木）～ 18日（日）
午前９時～午後７時

地域と学校パートナーシップ事業
濁川中学校　ウェルカム参観日

██ 北地区公民館
申問同館（☎387-1761）
▍キネマ松浜劇場　小津安二郎監督　
原節子主演「麦秋」
日10月22日（木）・23日（金）午後１時
半～３時45分
人各回先着15人
申10月５日（月）午前10時から電話で
同館
▍松浜朝市と歴史ロマン漂う北地区を
巡るバスツアー
　まち歩きガイドの案内で松浜朝市や
北地区の史跡を巡り、昼食は鮨割烹で
料理を満喫します。
日11月12日（木）午前９時～午後３時
￥1,500円（昼食代）
人10人（応募多数の場合抽選）
申10月20日（火）午後５時までにメー
ルに件名「まちめぐり」、氏名、住所、
電話番号を明記し、北地区公民館

（メールアドレスkita.co@city.niigata.
lg.jp）、または、電話か直接同館

██ 豊栄児童センター
問同センター（☎384-1520）
人小学生～ 17歳以下　各日先着８人
▍かぼちゃのポップアップカード作り
日10月17日（土）・18日（日）午前10
時～正午
申10月10日（土）～ 15日（木）に電話
で同センター
▍おばけハウスのペン立て工作
日10月24日（土）・25日（日）午前10
時～正午
申10月17日（土）～ 22日（木）に電話
で同センター

██ 遊水館
場同館屋内プール
￥入館料・ロッカー代
※更衣室混雑回避のため午後１時退館
問同館（☎384-1211、祝日を除く月
曜休館）
▍楽しく泳いで気分爽快！ハッピースイム
日10月６日～12月15日　火曜と水
曜（祝日は除く）午前11時40分～午後
０時40分
内この時間は泳ぎ専用の時間です。　
自分のペースで練習できます。
持ち物　水着・水泳帽子・ゴーグル・
バスタオルなど
▍歩くからはじめよう！ハッピーウオーク
日10月８日～11月27日　木曜と金
曜（祝日は除く）午前11時40分～午後
０時40分
内この時間は水中ウオーキング専用の
時間です。伸び伸びと水中ウオーキン
グができます。
持ち物　水着・水泳帽子・バスタオルなど

██ 県高校生英語スピーチコンテスト
日10月18日（日）午前10時半～午後４時半
場新潟国際情報大学新潟中央キャンパ
ス（中央区上大川前通７）
内テーマ「私ができるエコ～新潟から
エコを考える」
問同大学学務課（☎239-3111）

██ バツ婚in新潟
　離婚歴のある人や、未婚で子どものい
る人などを対象とした婚活イベントです。
日10月11日（日）午後１時～３時半
場新潟駅周辺飲食店（決定次第参加者
に通知）
人20歳以上の未婚者で次の①～③の
いずれかの人
① 離婚歴があり現在独身
② 未婚で子どもがいる人
③ ①、②に当てはまらないが、イベ
ントの趣旨を理解して参加を希望する
人男女先着各20人
￥男性5,500円　女性2,500円
申10月６日（火）までに潟コンホームページ

（https://gata-con.com/）から申し込み
問潟コン実行委員会（☎250-5436）

██ 葛塚市ながらウオーキング！
　葛塚市でお買い物をしながら、歩い
た歩数を計測してみませんか？歩いた
歩数から消費カロリーを推定して、カロ
リーに応じた果物をプレゼントします。
歩ける方ならどなたでも参加できます。
※歩数計は受け付けで貸し出し
日10月25日（日）午前８時半～正午ごろ
場葛塚市市役所側入り口付近
問ハピスカとよさか（☎386-7522）
※祝日を除く月曜休み

電話番号（☎）は市外局番025を省略して記載しています。

お 知 ら せ

□＝日時　□＝会場
□＝内容　□＝対象・定員
□＝参加費（記載のないものは無料）
□＝申し込み（記載のないものは当日直接会場へ）
□＝問い合わせ

場日

内

申

人

￥

問

〈令和元年度上半期〉 ８月４日号は２枠、８月18日号～９月15日号は１枠ずつスペースがあります。<広告欄>　広告掲載の申し込みは地域総務課（☎387-1175）１枠(3.9cm×7.9cm）１回7,000円（税込）

北区特定健診・がん検診のご案内
　生活習慣病の予防や早期発見の
ため、北区健診ご案内センターか
ら、市の特定健康診査対象者で受
診していない人に、電話で受診の
案内をします。
※「☎290-7038」の番号で電話します
期間　10月５日（月）～ 31日（土）
午前９時～午後８時（土・日曜、
祝日は午後５時まで）
問健康福祉課健康増進係（☎387-
1340）

【問　題】
　○○中学校の体育祭で３年生が制
作した灯籠が披露されました。

【応募方法】
　はがき、または電子メールにクイ
ズの答えと郵便番号、住所、氏名、
年齢、電話番号、身近な話題や区役
所だよりの感想を記入し、地域総務
課へ応募ください。（所在地などは表
紙をご覧ください。）
　正解者の中から抽選で３人に図書
カードを進呈します。

締切日　10月30日（金）
（８月２日号の答え／木崎）

申当日直接会場
※新規に利用を希望する団体は、事前に各公民館に問い合わせてください

令和 3 年度公民館定期利用団体向け説明会
日にち 会場 開始時刻 問い合わせ

10/29（木） 豊栄地区公民館 ①14：00
②19：00

同館
（☎387-2014）

11/ ４（水） 濁川公民館 14：00
北地区公民館

（☎387-1761）11/ ５（木） 北地区公民館 14：00
11/ ６（金） 南浜公民館 14：00 場豊栄総合体育館

人令和２年度中に上記の教室に参加したことがない人
申ハピスカとよさか（☎386-7522、祝日を除く月曜休館）

ハピスカとよさかスポーツ教室無料体験会（10月）

教室名 曜日・時間 対象年齢
フットサル教室A 水曜　16：00 ～ 17：30 小学１～３年生
フットサル教室B 木曜　17：40 ～ 19：30 小学４～６年生
U-8ヒップホップ教室 木曜　16：30 ～ 17：30 年少～小学２年生
ヒップホップ教室 木曜　17：30 ～ 18：30 小学生
ヒップホップオープンクラス 木曜　18：50 ～ 19：40 中学生以上
ミニバスケットボール教室 木曜　19：30 ～ 21：00 小学生
キッズスポーツ 土曜　 9：30 ～ 11：30 小学生

催し・募集

令和２年度
北区イベント中止のお知らせ
　新型コロナウイルス感染拡大防止のため、次のイベントを中止します。

◆博物館まつり・郷土芸能発表会
　問北区郷土博物館（☎386-1081）

催
し
や
検
診
な
ど
に
参
加
す
る
場
合
は
、マ
ス
ク
の
着
用・
自
宅
で
の
検
温
を
お
願
い
し
ま
す
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