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北区　人口　72,656人（－39）　男　35,521人（－17）　女　37,135人（－22）　世帯数　29,588世帯（－15） ※令和３年９月末現在　カッコ内は前月比　住民基本台帳から

葛塚東小学校
すてき発見わたしのまち　福島潟でザリガニ釣り

木崎小学校
米作り　田植え

　市では、「学・社・民の融合による教育」を進め、学校が今まで以上に地域に開かれ、地域とともに歩むことができるよう「地域と学校パートナー
シップ事業」を行っています。
　区内全ての小・中学校に配置されている地域教育コーディネーターが学校を拠点に、学校と社会教育施設や地域を結び、学校支援ボランティ
アと共に活動していくことで、学・社・民が一体となって教育活動を行い「人づくり、地域づくり、学校づくり」を進めていきます。今号では、
区内小学校の活動を紹介します。	 	問い合わせ　教育支援センター（☎025-387-1525）

地域と学校パートナーシップ事業 ～小学校編～

濁川小学校
調べよう私たちの町～トンボ池～

葛塚小学校
ビオトープでの生き物観察

早通南小学校
緑のカーテン～ゴーヤを育てよう～

豊栄南小学校
「豊南おいしいもの」作り
（梅みそ・梅干し・梅ジュース作り・打ち豆）

岡方第二小学校
高森いざや神楽

岡方第一小学校
未来に残そう！地域の宝　十二潟

南浜小学校
南浜農園　縦割り班で野菜の栽培

松浜小学校
運動会　生演奏で松浜盆踊り

太夫浜小学校
ウミガメ復活プロジェクト海岸清掃

区内各学校の
特色ある
取り組み
令和３年度主な事業

「しるきーも」が美味しい季節到来!!

Ｑ．「しるきーも」ってどんな芋？
Ａ．�ねっとり系の芋で、繊細な甘みが特徴です。
　　�焼き芋にすると糖度が40～ 50度位になりますが、後味はすっきりしています。
　　�北区の土壌と相性が良く、とてもおいしく育っています。
Ｑ．おいしい食べ方は？
Ａ．�熱々の焼き芋はもちろんのこと、冷やした焼き芋もおいしいです。冷やした焼き芋

は、バニラアイスや生クリームと相性抜群です。意外かもしれませんが、熱々の焼
き芋にバターと塩胡椒を付けて食べるのもおいしいです。

　　�「しるきーも」を使った加工品にも力を入れています。市内の洋菓子店や飲食店で「し
るきーも」のおいしい加工品がたくさん作られています。どんな加工品があるか、
ぜひ探してみてください。11月21日（日）の「しるきーもマルシェ」でも加工品の販
売をしますので、ぜひ来てください。

割烹 大倉屋
代表　大倉雄二さん

しるきーもの魅力を聞きました
　区内外のお店が約10店舗出
店し、しるきーもの加工品な
どを販売します。
※しるきーもを使った新作サ
ラダなどの披露会あり
日時：11月21日（日）

午前10時～午後３時
会場：割烹　大倉屋

（嘉山1-2-18）
問い合わせ：同店舗

（☎025-387-2017）

しるきーも
マルシェ開催

　「しるきーも」は、シルクスイートという品種のサツマイモで北区の特産品です。公募により名づけられ、
「絹

シルク

のような滑らかな芋」という意味が込められています。
　シルクスイートは10月上旬から収穫が始まります。収穫後、よりおいしくなるよう約１カ月間の追熟期間を
置き、JA新潟市を通じて出荷されたものだけが「しるきーも」としてお店に並びます。（出荷時期：11月上旬～２月末）
問い合わせ　産業振興課農業振興グループ（☎025-387-1365）
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　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。

Ä12月７日（火）	 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～
Å北地域保健福祉センター
Ñ骨密度測定（超音波式、かかとを素足で測定）、骨粗しょう症予防のため
の健康相談
Ç18歳以上　各回先着７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のある人を除く
Ö11月11日（木）から電話で市役所コールセンター（☎243-4894）

　10月６日(水)に、松浜小学校の４年生と地域住民の皆さんの合計約200人
が、松浜海岸でアキグミの苗木の植栽を行いました。これは、近接する住宅
地やひょうたん池への飛砂被害対策として、砂丘地の緑化や環境整備に５年
ほど前から取り組んでいるものです。昨年植えた苗も大きく育っていました。
　子どもたちは地域の人からアドバイスを受けながら、１時間ほどで約
2,500本のアキグミの苗木を植えました。

地域を守るアキグミの植樹

Ä11月22日(月)午前10時～11時半（受付午前９時45分～）
Å早通コミュニティセンター
Ñ血管年齢測定、手洗いチェック、講話ほか
Ç先着20人
Ö11月18日(木)までに電話で健康福祉課健康増進係(☎387-1340)

～ 知っ得！  食のミニ教室～

集団検診のお知らせ（11～12月）
Ü健康福祉課健康増進係（☎387-1340）

11月 時間 会場 対象地区

18（木）
９:00 ～ 11:00 葛塚コミュニティセンター

（女性のみ）
全地区

13:00 ～ 15:00

19（金）
９:00 ～ 11:00

葛塚コミュニティセンター
13:00 ～ 15:00

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

29（月）
９:00 ～11:00

葛塚コミュニティ
センター（女性のみ） 11/16（火）

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
30（火） 葛塚コミュニティ

センター 11/17（水）

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

胃がん検診（要申し込み）

12月 時間 会場 予約開始日 定員 予約・申し込み

３（金）９:30 ～11:30 北地域保健福祉
センター 11/３（祝）65人 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８（水）９:30 ～15:30 豊栄健康

センター 11/６（土）130人

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

北区文化会館からのお知らせ

12月12日（日）　開演 午後２時
自由席　一般：前売り1,000円／当日1,200円、
　　　　４歳～中学生：前売り500円／当日600円
※４歳未満入場不可（有料託児あり）
【音楽監督・指揮】長谷川正規
【ゲストコンサートマスター】阿部智子
【演奏曲】「魔笛」序曲、バレエ音楽「くるみ割り人形」より、「天地人」オープ
ニングテーマ、オペラ座の怪人　ほか

　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。

対象　中学生を除く15歳以上
※「幼児」は年中・年長児、「小学生」と「クロール小学生」は小学生が対象
※「小学生①～⑤」は３種目（クロール・背泳ぎ・平泳ぎ）
定員　教室により異なる（15～ 40人）　※応募多数の場合抽選
É3,500円（幼児クラス以外は、入館料ロッカー代が別途必要）
Ö11月21日（日）までに、はがき（〒950-3324、前新田乙311）、またはホー
ムページ（https://yusuikan.wixsite.com/independent）で曜日、教室名、
氏名（フリガナ）、性別、生年月日（小学生は学年も）、郵便番号、住所、電話
番号を同館（☎384-1211）へ
※同じ曜日・時間帯の教室は重複して申し込みできません
※幼児・小学生教室・クロール小学生は1人1教室のみ
※レインボー水中体操はアクアミットが必要

曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日
時間╱期間 １/４～３/15 １/５～３/16 １/６～３/10 １/７～３/18 １/８～３/12
９:00 ～

10:00
幼児⑤

（20人）
10:00 ～

11:00
クロール小学生⑥
（25人）

10:30 ～
11:30

クロール＆背泳ぎ
（15人） アクアビクス

（40人）
レインボー
水中体操
（40人）平泳ぎ

（15人）
11:00 ～

12:00
クロール小学生⑦
（25人）

11:45 ～
12:45

クロール25ｍ
（15人）
バタフライ
（15人）

16:30 ～
17:30

幼児①
（20人）

幼児②
（20人）

幼児③
（20人）

幼児④
（20人）

17:30 ～
18:30

小学生①
（35人）

小学生②
（35人）

小学生③
（35人）

小学生⑤
（35人）

18:30 ～
19:30

小学生④
（35人）

休止日 １/11 ２/23 ２/11

遊水館　令和３年度　第３期水泳教室

北区フィルハーモニー管弦楽団
Ü同館（☎388-6900）

フファァミミリリーーココンンササーートト第第
1010
回回

北フィル10年の感謝をこめて

骨粗しょう症予防相談会
Ü健康福祉課健康増進係（☎387-1340）

あなたの骨は大丈夫？

北区バス北区バス・・おらってのバスおらってのバス
ウェブ上で運行時刻を検索できますウェブ上で運行時刻を検索できます

同サイトで検索できる路線
・新潟交通バス（市内に限る）
・区バス
・住民バス（おらってのバス）
・観光循環バス
・空港リムジンバス
※各路線間の乗り換え検索
もできます

◀ウェブサイトの
使い方など詳しく
はこちらから

　ウェブサイト「にいがたバス乗換案内サ
イト」で北区バス、おらってのバスを使った
移動経路や時刻、バス停の位置などを検索
できるようになりました。北区バス・おらっ
てのバスと新潟交通が運行するバスとの乗
り換えも簡単に調べることができます。
Ü地域総務課(☎387-1155)
※ウェブサイトについては都市交通政策課
　（☎226-2750）

令
和
３
年
４
月
末
ま
で
に
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人
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イ
ナ
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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

□＝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

	█ 北地区公民館
Ü同館（☎387-1761）
▍キネマ松浜劇場「蟹工船」（1953年製作）
Ä11月18日（木）午後１時半～３時半
Ç先着32人
Ö11月８日（月）午前10時から電話で同館
▍ジュニアワンダーランド　まつぼっ
くりクラフト
Ä12月４日（土）午前10時～11時半
Ç小学生　先着15人
É800円
Ö11月７日（日）午前９時
から「かんたん申込み」

	█ 豊栄地区公民館
Ü同館（☎387-2014）
▍ご近所だんぎ　押し花ではがきを作ろう
Ä11月11日（木）午後１時半～２時半
É300円
Ö11月９日（火）までに申込書を直接同館
※手話通訳あり
▍区民囲碁大会
Ä11月21日（日）午前９時～ 
ÑクラスＡ（五段以上）・Ｂ（四段～級位者）
Ç区内に在住または通勤・通学してい
る小学生以上　É1,000円
Ü豊栄囲碁同好会　齋藤（☎386-1560）
▍秋咲きつばき展
Ä11月20日（土）午前９時～午後９時・
21日（日）午前９時～午後３時
※つばき苗木のチャリティ販売あり
Ü豊栄つばき会　宮村（☎386-1855）
▍地域絆事業「コロナ禍における災害
への備え」について学ぶ
Ä12月15日（水）午後７時～午後８時半
講師　NPO法人ふるさと未来創造堂
中野　雅嗣氏
Ç区内に在住または通勤している人　
先着40人
Ö11月８日（月）から電話で同
館、または「かんたん申込み」

	█ 南浜ミニ朝市
Ä11月21日（日）午前７時頃～
Å南浜船だまり（島見町）
Ñアジ、サケなど鮮魚類の販売
Ü新潟漁業協同組合南浜支所　神田

（☎250-1127）

楽しもうガチャアートワーク
ショップ

Ä11月14日（日）午後２時～３時半
ÅARTギャラリー HAFU
Ç小学生以上　先着11人
Ö電話で同所（☎258-4515）

	█ 水の駅　ビュー福島潟
Ü同館（☎387-1491）
▍潟散歩
Ä11月13日（土）・12月11日（土）午後
１時半～３時　※荒天時中止
Ç各回先着10人　Ö電話で同館
▍親子でバードウォッチング
Ä11月23日（祝）・12月12日（日）午前
10時～11時
Ç各回親子先着５組
Ö電話で同館
▍潟の音風景～福島潟夕方コンサート～
Ä11月27日（土）午後６時半～８時
Ç小学４年生以上　先着70人
É一般2,000円、高校生以下500円
Ö電話で同館
▍福島潟シンポジウム
Ä12月５日（日）午後１時半～４時
Ñ基調講演　大熊　孝氏「福島潟の治
水とこれから！」、意見交換会
Ç先着60人　Ö電話で同館

	█ 豊栄児童センター
Ü同センター（☎384-1520）
▍絵本deアート　だれのたまご？
Ä11月20日（土）午前10時半～11時15分
Ç幼児親子　先着４組
Ö11月10日（水）から電話で同センター
▍スポーツ運動会
Ä11月21日（日）午後２時～３時
Ç小学生　先着20人
Ö11月12日（金）から電話で同センター
▍０ちゃんデー
Ä11月22日（月）午前10時半～同45分
Ç乳児親子
▍実験！キャンドル作り
Ä11月27日（土）・28日（日）午前10時～11時
Ç小学生　各日先着８人　É100円
Ö11月17日（水）から電話で同センター

音楽と楽しく運動～生演奏で	
楽しく体を動かしませんか～

Ä11月18日（木）午後１時半～３時
Å豊栄健康センター
Ç先着15人
ÖÜ新潟市北区社会福祉協議会

（☎386-2778）

　男性・女性がともに協力し合あう社会の実現
を目指し、上映会と講演会を実施します。
　主婦に負担が偏りがちな家事。その大変さを
再認識し、互いに思いやることの大切さについ
て考えてみませんか。
Ä12月11日(土)午後１時50分～４時半
Å豊栄地区公民館
Ñ「妻よ薔薇のように
家族はつらいよⅢ」上映
会と講演会
Ç先着50人　É無料
Ö電話で地域総務課(☎387-1155)

男女共同参画の推進を目指して 上映会と講演会

と

By You
No.89

と

By You

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11月27日（土）
14：00 ～ 14：30
11月28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

11月13日（土）
11：00～11：30（予約制） 乳幼児以上

図 書 館

©2018「妻よ薔薇のように　家族はつらいよⅢ」製作委員会

三世代同居の平田家に離
婚の危機！妻の家出によ
り 残 さ れ た 家 族 は 大 混
乱！掃除、洗濯、食事の
支度…誰がやるのー ?!

　今年撮影した笑顔の写真を募集します。写真は北区だより新年号の特集
記事に掲載します。掲載された人の中から、抽選で10人に図書カードを進
呈します。
募集写真　 「笑顔」の写真　※縦長のカラー写真に限る。複数名が写ってい

る家族写真なども可。不鮮明な写真や加工した画像（特殊効果
や文字の挿入など）は不可

募集点数　 30枚程度　※応募多数の場合抽選。応募は１人１点のみ
対 象　区内在住の人
応募方法　 12月６日(月)までに、メール（chiikisomu.n@city.niigata.lg.jp）

に画像データ（JPEG形式、１～２MB）を添付し地域総務課へ
　　　　　 ※件名は「北区だより新年号笑顔の写真」とし、本文に応募者の

住所・氏名・電話番号、被写体全員の氏名を記載してください
注 意 点　・必ず被写体の人の了承を得てください
　　　　　・ 写真の掲載にあたり、余白の削除など編集する場合があります
　　　　　・ 個人情報は写真の管理と図書カードの発送のみに利用します。

氏名などは紙面には掲載しません
　　　　　・ 図書カードの当選者発表は、１月中旬の発送をもっ

て代えさせていただきます
Ü同課（☎387-1155）

Ä11月17日（水）午後２時25分～３時40分
Å豊栄高等学校（大体育館）
Ñ演題　「私と部落問題“関係ないよ”じゃないよ」　Ç先着30人
Ü区民生活課区民窓口係（☎387-1255）

人権・同和教育講演会

ス ポ ー ツ
チョイトレ！～伸縮自在！	
ストレッチの極意～

Ä11月27日（土）午後２時～３時半
Å豊栄総合体育館
Ç先着12人　É500円
ÖÜハピスカとよさか（☎386-7522、
祝日を除く月曜休み）

催し・募集

新年号を笑顔の写真で飾りませんか新年号を笑顔の写真で飾りませんか

メールの送信は
こちらから▶

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
。


