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北区　人口　72,695人（－26）　男　35,538人（－24）　女　37,157人（－2）　世帯数　29,603世帯（＋20） ※令和３年８月末現在　カッコ内は前月比　住民基本台帳から

図書館の
新型コロナウイルス感染症対策

・消毒液を設置しています
・館内空調や窓を開けて換気をしています
・�検索機などの定期的な消毒をしています
・�カウンターに飛沫防
止のビニールカーテ
ンを設置しています

・�閲覧室や休憩コーナー
は座席の数を減らし、
間隔を広げています

レファレンスサービスって何？
　レファレンスサービスとは、みなさんの調べもの・探しものを図書館司書がお手伝いすること
です。図書館で所蔵する資料やデータベース、インターネットを活用し、みなさんと図書館資料
との橋渡しをします。気軽に相談してください。

　穏やかな秋は読書にぴったりな季節です。図書館をもっと知って、もっと使ってみませんか。
　今号では、窓口での貸出・返却ではない、図書館でできることの中から、レファレンスサー
ビスとブックパックを紹介します。

▲レファレンス
　サービス
　詳しくはこちら

ブックパックって何？

　会社やお店、自治会やボランティアグループなどが
利用できる団体貸出制度です。

・本、雑誌を１カ月100冊まで借りることができます
・希望する内容に合わせて、司書が本を選ぶオーダー
メイドや年代や利用対象におすすめの本をまとめ
たテーマ別セットもあります

テーマ別セットのコンテナ

▲ブックパック
詳しくはこちら

選挙管理委員会事務局のお知らせ

前回の投票所 今回の投票所
北区役所 北区役所

（東栄町1-1-14）葛塚コミュニティセンター

「北区のお宝ものがたり」「北区のお宝ものがたり」 「文化探索マップ vol ６」「文化探索マップ vol ６」

　松浜、南浜、濁川地区の文化や歴史、
建物がコンパクトにまとめてある地図で
す。今から20年以上前に作られました。
　このマップに水上勉の小説「風を見た
人」に松浜の記述があると記載されてい
ます。
　この資料とあわせて、小説を紹介しま
した。

新井郷川に走っていたという蒸気船について調べたい！ 松浜が出てくる小説はある？

　新潟から葛塚をつないでいた蒸
気船を、写真や地図を使って説明
されています。
　この本は他にも神社にまつわる
話や北区の伝説など興味深いテー
マがたくさん載っています。

POINT

図図書書館館をを知知ろろう、う、使使おおうう。。

豊栄図書館
（☎025-387-1123）

東栄町 1-1-35
開館時間
　月～木・土 午前10時～午後７時
　日・祝 午前10時～午後５時
休館日
　毎週金曜・毎月第１水曜

開館時間
　火～金 午前10時～午後７時
　土・日 午前10時～午後５時
休館日
　毎週月曜・国民の祝日（祝日が日曜または
　月曜の場合は火曜）・毎月第１水曜

松浜図書館
（☎025-387-1771）

松浜 1-7-1（北地区公民館 1 階）

豊栄図書館
（☎025-387-1123）

東栄町 1-1-35
開館時間
　月～木・土 午前10時～午後７時
　日・祝 午前10時～午後５時
休館日
　毎週金曜・毎月第１水曜

開館時間
　火～金 午前10時～午後７時
　土・日 午前10時～午後５時
休館日
　毎週月曜・国民の祝日（祝日が日曜または
　月曜の場合は火曜）・毎月第１水曜

松浜図書館
（☎025-387-1771）

松浜 1-7-1（北地区公民館 1 階）

【うちどく読書ノート・塗り絵の配布】
配布期間　10月23日（土）～ 11月30日（火）
配布場所　豊栄図書館・松浜図書館
塗り絵の絵柄は「どんぐり」と「ふうせん」です。

投票所が変わります
　秋に行われる衆議院議員総選挙から、下記のとおり投票所を変更します。
　これは区役所が移転したことにより、２つの投票所が隣り合うため変更す
るものです。
問い合わせ　同事務局（地域総務課内☎025-387-1105）

実際にあったレファレンスの例
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　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。
　体調がすぐれない場合などは、参加を控えてください。
　内容が変更や中止になる場合があります。

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

10月 時間 会場 対象地区

 ５（火）
９:00 ～ 11:00 松浜小学校

松浜地区13:00 ～ 13:30 松浜本村福祉会館
14:30 ～ 15:30 三軒屋社会福祉事業会館

 ６（水） ９:00 ～ 11:00 濁川連絡所 濁川地区13:30 ～ 14:00 松潟諏訪神宮
17（日） ９:00 ～ 11:00 北地域保健福祉センター 北地区全域

肺がん検診（申し込み不要）
Ç対象年齢はすべて40歳以上（令和４年３月31日現在の年齢）です
　・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
　・会場の密を避けるため、比較的空いている受付時間後半をおすすめします
　・お住まいの対象地区での受診にご協力ください

11月 時間 会場 予約開始日 申し込み先

11（木）
９:00 ～11:00

葛塚コミュニティ
センター（女性のみ） 10/29（金）

下越総合健康開発センター
☎0254-28-1884

平日　９:00 ～ 16:30
※定員（各日40人）になり次第、受付終了
※予約開始日の午前中は電話が集中し、

つながりにくいことが予想されます
12（金） 葛塚コミュニティ

センター 11/１（月）

Ç対象年齢はすべて40歳以上（令和４年３月31日現在の年齢）です
　・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

　北区の隠れた魅力を伝える写真をテーマにしたフォトコンテストを開催　北区の隠れた魅力を伝える写真をテーマにしたフォトコンテストを開催
します。北区のおすすめの景色や食べ物、祭り、地域行事などの写真を募します。北区のおすすめの景色や食べ物、祭り、地域行事などの写真を募
集します。あなたが思う、北区の魅力を写真で発信しませんか。集します。あなたが思う、北区の魅力を写真で発信しませんか。

※ 入賞作品は本誌やホームページなどで紹介するほか、
北区内の公共施設などで巡回展示を行います。また、
応募作品の中から数点選び、カレンダーを作成します

※ 応募について詳しくは区ホームページに掲載しています
Ü北区自治協議会自然文化部会事務局

（地域総務課内☎387-1155）

①フォロー
インスタグラム
で「新潟市北区
自治協議会自
然文化部会」
（kita_jichikyo）
をフォロー

②撮影
北区の魅力を伝
える写真を撮影

③投稿
２つのハッシュタグ
「#新潟市北区2021」
「#キタク魅力」と被
写体の「タイトル」、
「撮影場所」、「魅力
を伝える説明」を書
いてインスタグラム
に写真を投稿

胃がん検診（要申し込み）

11月 時間 会場 予約開始日 予約・申し込み

２（火）９:30 ～15:30 北地区コミュニティ
センター 10/２（土）

市役所コールセンター
☎243-4894

８:00 ～ 21:00　年中無休　
※定員になり次第、受付終了

乳がん検診（要申し込み）
Ç40歳以上の偶数年齢（令和４年３月31日現在の年齢）の女性が対象です
※令和２年度に受診しなかった人も対象

持ち物： 健康保険証、がん検診受診券、自己負担金、記入した個人記録票（肺
がん・胃がん）、バスタオル（乳がんのみ）

 ・ 検査をしやすい服装で来てください。検診着の利用は有料(200円）です

集団検診を受けるときの注意事項

食推イチオシレシピ　梅ポテトサラダ
新潟市食生活改善推進委員協議会　北支部　葛塚グループ

❶　�ジャガイモは大きめの千切りにし
て、さっとゆで、よく水を切る。

❷　�かきのもとは花床を取り除き、花び
らをゆで、よく水をしぼる。

❸　�タマネギは薄切り、青じそは粗いみじん
切りにし、カニかまぼこは裂いておく。

❹　�❶、❷、❸を合わせ、ねり梅とオリー
ブオイルを加えて和える。

❺　�仕上げに黒コショウをふりかけ、器
に盛り付ける。

Instagramで魅力を発信！Instagramで魅力を発信！

４人分の材料
ジャガイモ……… 大１個 かきのもと…………… 50g
タマネギ……………1/4個 カニかまぼこ………… ３本
青じそ……………… ４枚 ねり梅（梅干しでも可）�…… 小さじ２
オリーブオイル�…… 小さじ２ 黒コショウ…………… 少々

〈１人当たりの栄養価〉
　エネルギー：68kcal
　たんぱく質：1.9g
　脂質：2.1g
　炭水化物：10.7g
　食塩相当量：0.4g

―― 作　り　方 ―― 季節の食材、かきのもと（菊）を使った彩りがきれいなサラダです。

応募方法

賞・賞品

 応募締め切り　11月30日(火)  応募締め切り　11月30日(火) 

優秀賞（３点）…地域商品券１万円分　 入　選（10点）…地域商品券５千円分

募集要項はこちらから

Ü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４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 50 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 105 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

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15日(金)

認定こども園

保育園

北区文化会館からのお知らせ

令和３年度 北区自治協議会提案事業「めざせ防災力向上！」

親親子子ででわわくくわわくく！！
あそんでまなぼうさい!! in 北区あそんでまなぼうさい!! in 北区

研ナオコ　コンサート
11月７日（日）

【開演】午後３時（全席指定）　【料金】4,000円
※就学前児入場不可
Ü同館（☎388-6900）

Ä11月３日（祝）午前10時、10時半、11時、11時半、
午後１時、１時半
Å菱風荘（前新田）
Ñジャッキアップゲーム、防災カードゲーム、オリ
ジナル防災グッズづくり、水消火器的あてゲーム、
パッククッキング体験コーナー
Ç中学生以下の親子　各回先着４組
Ö電話で地域総務課（☎387-1115）

北区の魅力再発見 フォトコンテスト北区の魅力再発見 フォトコンテスト
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幸せの暮らしと住まいづくりナビゲーター

上下水道工事・舗装工事・土留工事・外構工事・木造住宅解体工事
新築木造住宅・各種リフォーム・水まわり修理・ペレットストーブ

㈱佐久間組　新潟市北区木崎 2183 info@39mg.com　http://39mg.com

サクマホーム
通話料
無　料 0120-392-390

講師　（株）大湊文吉商店　代表取締役
　　　　　　　　　　　　　　大湊　陽輔さん
　新型コロナウイルス感染症の陽性が判明し入院。
数日間意識不明の状態に。退院後自ら感染したこ
とを公表した体験談から、あってはならない誹謗
中傷や差別など、人権について学びます。
Ä10月26日（火）午後３時～４時半
※９月15日から日程変更
Å豊栄地区公民館　Ç先着80人
Ö電話で同館（☎387-2014）、または「かんたん申込み」

□＝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

<広告欄>　広告欄の掲載内容についての問い合わせは各広告主へ

・�今号掲載の情報は９月27日時点
のものです。状況により催し等
を中止する場合があります。
・��催しの開催状況はそれぞれの問
い合わせ先までご確認ください。
・�催しに参加する場合は、マスク
の着用などの「新しい生活様式」
の実践をお願いします。

お 知 ら せ
	█ マイナンバーカードの休日交付
Ä10月９日・23日（土）午前９時～午後３時
Å北区役所区民生活課
※マイナンバーカードの受け取りには
予約が必要です
Ö電話で（☎278-7622）、
またはインターネット
Ü同課（☎387-1265）

催し・募集
	█ 豊栄地区公民館
Ü同館（☎387-2014）
▍ご近所だんぎ　エンディングノートって何?
Ä10月14日（木）午後１時半～２時半
Ö10月13日（水）までに電話で同館
▍豊栄文化協会祭大民謡まつり
Ä10月16日（土）午後０時半～４時
Å北区文化会館　É500円
Ö当日会場で整理券を配布
▍豊栄文化協会祭　作品展示
Å同館視聴覚室
時間　午前９時～午後７時
 ・短歌展
Ä10月９日（土）～12日（火）
 ・書道展
Ä10月14日（木）～18日（月）
▍幼児期家庭教育学級　　　　　　　	
子どもの自己肯定感を高める
Ä11月４日・11日（木曜全２回）午前
10時～正午
Å同館
Ñ「子育てで大切にしたい自己肯定感」
「子どもの生きる力を伸ばす親の関わり方」
講師　日本セルフエスティーム普及協
会マスター認定トレーナー
※講師は県外からオンラインで講義
Ç幼児の保護者12人
※応募多数の場合抽選
※保育あり、１歳以上の未就園児８人
Ö10月14日（木）までに
電話で同館、または
「かんたん申込み」
▍美術企画展　古川敏郎彫刻展ー闇を行くー	
Ä10月20日（水）～11月３日（祝）午前
９時～午後９時
▍同展アーティストトーク＆ワークショップ
Ä10月30日（土）午後１時半～午後４時
講師　古川敏郎さん
Ñ鋳造技法を使ったキーホルダー、ブ
ローチ作り
Ç小学４年生以上　先着15人
É500円
Ö10月22日（金）までに電話で同館

	█ 北地区公民館
Ü同館（☎387-1761）
▍キネマ松浜劇場「第三の男」
Ä10月21日（木）午後１時半～３時半
Ç先着32人
Ö10月４日（月）午前10時から電話で同館
▍鮭の塩引き造り体験教室
Ä11月６日（土）①午前10時～正午
②午後２時～４時
Ç16歳以上　各回先着８人　É4,000円
Ö10月６日（水）午前10時から電話で同館
▍一休さん「君たちはミッションをク
リアできるか!?
Ä11月７日（日）午前10時～正午
Ñ大学生と一緒に各部屋に仕掛けられ
たゲームやクイズを楽しむ
Ç北区在住の小学生　先着20人
Ö10月３日（日）午前９時か
ら直接同館、または市ホー
ムページ「かんたん申込み」
▍はじめての絵手紙～絵が下手でも大
丈夫「へたでいい、へたがいい」～
Ä11月８日～22日（月曜全３回）午後
１時半～３時半
Ç先着12人　É500円
Ö10月５日（火）午前10時から電話で同館

	█ 豊栄児童センター
Ü同センター（☎384-1520）
▍ハロウィン工作
Ä10月16日（土）・17日（日）午前10時～正午
Ç小学生　各日先着８人　É100円
Ö10月６日（水）から電話で同センター
▍０ちゃんデー
Ä10月18日（月）午前10時半～同45分
Ç乳児の親子

新潟県自殺予防キャンペーン
心の健康セミナー　	
天上の音楽コンサート

Ä11月27日（土）午後１時半～３時半
Å敬和学園高等学校　Ç先着200人
Ö電話で新潟いのちの電話事務局
（☎280-5677）

葛塚東児童館	
キッドフィットネス会員募集

Ä10月９日～１月22日（土曜全10回）
午前10時～11時15分
Ñ基本的な運動や体力づくりなど
Ç小学１～３年生　先着15人
É1,000円（全10回分）
Ö電話で同館（☎386-9846）

と
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【問　題】
　みなさんと図書館資料の橋渡し
〇〇〇〇〇〇サービス
【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
総務課へ応募してください。（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５人に図
書カードを進呈します。
締切日　10月15日(金)
（９月５日号の答え／シルバーチケット）

楽しく子育て　北区パパスクール
　パパが主体的に楽しみながら子育てしてい
けることを目指し企画しました。
　お子さんと一緒に参加してください。
Ñ親子遊び（けん玉、こま回しなど）
Ä10月30日（土）（雨天時は屋内施設）
午後２時～４時
Å豊栄南運動公園
Ç保護者と子ども（３歳～小学生）　先着15組
Ö10月23日（土）までにファザーリン
グ・ジャパンにいがたホームパージから
Ü健康福祉課（☎387-1335） 昨年の様子昨年の様子

講演会　誰にでも起こりうるコロナ差別をなくすために
Ä10月10日（日）午前９時から
※お弁当は10時半から（売り切れ
次第終了）
Å葛塚市場内
Ñお弁当・お総菜・スイーツなど、
北区の「うまいもん」のテイクアウ
ト販売など
Ü葛塚市活性化実行委員会
（☎090-8943-1576）

うまいもん市場開設

豊栄図書館（☎387-1123）
毎週金曜、第１水曜休館

赤ちゃんタイム
毎週水・土曜日　10：00～12：00
おはなしのじかん 対象

毎週土曜日
10：30～10：50

０～２歳児と
保護者

毎週日曜日
10：30～11：00 幼児以上10月24日（日）
14：00～14：30
松浜図書館（☎387-1771）
毎週月曜、第１水曜、祝日休館

赤ちゃんタイム
毎週木曜日　10：00～13：00
おはなしのじかん 対象

毎週木曜日
11：00～11：30
（予約制・一組10分程度）

０～２歳児と
保護者

10月９日（土）
11：00～11：30（予約制） 乳幼児以上

図 書 館

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
受
け
取
り
は
お
早
め
に
お
願
い
し
ま
す
。


