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問い合わせ　西区 教育支援センター（☎025-264-7530）

　次世代を担う子どもは地域の宝。子どもたちの笑顔を守るため、日ごろから
地域、学校、警察、行政が連携・協働し、子どもの見守り活動に取り組んでい
ます。今号では、活動している皆さんから取り組みを紹介していただきます。

　警察では、登下校時間の通学路の
パトロールに力を入れています。
　安全な通学路を確保するため、「こ
ども110番の家・車」の取り組みを
推進するとともに、不審者情報など
を「ひかるくん・ひかりちゃん安心
メール」で発信し、地域の皆さんと
情報共有を図っています。

　小学生とサポート役の大人のグ
ループが地域に出て、危険な場所と
安全な場所をそれぞれ探索し、地域
安全マップを作りました。グループ
ごとに発表し、意見交換をしたこと
で、子どもたちの防犯意識を高める
ことができました。

木山っ子見守り隊は、自治会・住
民の協力のおかげもあり、現在37人
で見守り活動を行っています。
　子どもたちから学校や家での出来
事などを聞くことができ、世代を超
えたコミュニケーションで心が和み
ます。子どもと一緒に歩くことで、
健康維持にもつながっています。

「安心安全な地域づくり」を推進

　安心安全な地域づくりには、皆さんの力が必要です。まずは登下校の時間に合わせて、
ゴミ出しや散歩、買い物などを行う「ながら見守り」を始めてみませんか。地域の見守り活
動にご協力をお願いします。

地域

警察

学校

行政
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広げよう！見守りの輪

　高齢者や子どものいる家庭が多い
地域なので、以前から防犯カメラの
設置を検討していました。
　ことし３月、市の防犯カメラ設置
の緊急補助金を活用し、通学路を見
通せるよう、集会所と住民の車庫に
２台設置しました。登下校時の見守
りはもちろん、地域住民の安心安全
に役立つ「地域の目」として活用して
います。

地域の安心に防犯カメラも一役

自治会と連携した見守り活動

地域の力で危険箇所を解消

マップ作りで楽しく学ぶ防犯教育

通学路のパトロール

　昨年、小学校とコミ協で、通学路などの緊急総点検を行いました。その
結果を元に、危険な場所が一目で分かる安心安全マップを作成。すべての
家庭に配布し、家族で話し合うきっかけを作りました。
　新入学の時期には、死角になっていた垣根を手入れするなど、安全対策
も実施しました。今後も、地域が一丸となって、安心安全な地域づくりに
向けた取り組みを進めていきます。

小針小学校区コミュニティ協議会 防災防犯部会長　小
こやなぎひろし
栁博さん

垣根を刈り込み、大
通りから脇道への視
界を確保しました。

坂井輪中学校区青少年育成協議会会長　郷
ごう
扶
ふ じ こ
二子さん

新潟西警察署

木山っ子見守り隊代表　石
いしかわたかのり
川孝紀さん

槇尾新町自治会会長　伊
いとう
藤幸

ゆきお
雄さん

防犯活動の取り組みを支援 西区 総務課

　市では、防犯活動に取り組む団体
や企業と、にいがた防犯ボランティ
アネットワークを形成し、情報共有
や活動支援を行っています。また、
希望する団体に青色回転灯装備車に
よる防犯パトロール活動を委嘱して
います。

できるコトから始めてみませんか？

取り組み　　　　　　　　　　　　　　 問い合わせ

　  子ども見守り隊への参加 お近くの小学校に
お問い合わせください

  　にいがた防犯ボランティアネットワークへの登録
西区総務課安心安全係
☎025-264-7120

  　防犯カメラを設置
  　ながら見守り腕章の配布
  　見守り活動周知看板の配布

　  　  こども110番の家・車の登録 新潟西警察署
☎025-260-0110

「ひかるくん・ひかりちゃん
安心メール」登録はこちらから

団

個

個
団

団

団個 ＝個人が対象 ＝団体が対象

個 団 　子どもの見守りの活動のために、地域・学校・警察・
行政がそれぞれの分野で取り組み、連携・協働すること
で、より安心安全な地域づくりを実現しています。
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まちの話題 TOWN TOPICS
身近な情報をお知らせください　☎２６４－７１８０　地域課 広報・広聴担当まで

H E A L T H  &  W E L F A R E

　直接同センターへお越しください。

　★は要申し込み、●は直接同館へ

坂 井 輪 児 童 館
寺尾上3-10-42　☎025-269-3154
開館時間　午前９時～午後５時
休館日　 月曜日（祝日の場合は翌日）
 　 毎日正午～午後１時30分、６月６日
（木）、13日（木）の午前中、11日（火）午後
１時30分～３時45分は入館できません。

有 明 児 童 セ ン タ ー
西有明町１-80  ☎025-267-7311
開館時間　午前10時～午後５時
休館日 日曜日、祝休日

●ピヨピヨクラブ【水曜日】※
６月５日「チャイルドシート勉強会」
　　12日「ふれあいあそび」
対象　０～２歳未満児と保護者
●うさちゃんクラブ【金曜日】
６月７日 「親子でヨーイドン！」
　　14日 「でてこいおはなし（どれにし

ようかな、ほか）」
対象　２歳以上の未就園児と保護者
※ の時間は午前９時～正午（10時30分か
ら 20～30分程度のプログラムあり）
●チャレンジ工作
９日（日）まで「父の日プレゼント」
11日（火）～20日（木）「めざせ！東京オリンピック」
21日（金）～30日（日）「たなばたかざり」
●チャイルドシート勉強会
日時　 ６月５日（水）午前10時30分～11

時30分
対象 未就園児と保護者

　５月６日、西川緑地で鯉のぼり祭
りが開催されました。坂井輪小・小
新中学校区まちづくり協議会が、住
民に地域との絆を深めてもらおうと
開催しているもので、ことしで２回
目。
　ゲームコーナーや、願いを書いた
「うろこ」で飾る鯉のぼりづくりが行
われ、周辺の家族連れで賑わいまし
た。ことしは川面に鯉のぼり約180
匹を掲揚。悠々と泳ぐ姿が、来場者
や散歩中の人たちの目を楽しませて
いました。

鯉のぼりに
願いを込めて

■ステップ離乳食　要申し込み
日時 ７月１日（月）午前10時～11時30分
会場 坂井輪健康センター
内容　離乳食の進め方、試食
対象　 生後６カ月以降で、２・３回食に

進もうとしている赤ちゃんの保護
者 先着30人

持ち物　 母子健康手帳、バスタオル、ら
くらく離乳食ガイドブック（持
っている人）

申し込み　５日（水）から

■股関節検診
対象　 平成31年２・３月生まれの一部
■１歳６カ月児健康診査
対象　 平成29年10・11月生まれの一部
■３歳児健康診査
対象　 平成27年11・12月生まれの一部
※ 対象者には案内と問診票を郵送しま
す。母子健康手帳と問診票を忘れずに
お持ちください

■ 妊婦歯科健診
日時 ６月12日（水）午後１時～１時45分
会場　坂井輪健康センター
持ち物　 母子健康手帳
■乳幼児に関する育児相談
持ち物　母子健康手帳
　●は栄養相談、★は歯科相談あり

期日・受付時間 会　場
６月 11日（火）
午後１時 30分～３時●★

西地域保健福祉
センター

６月 17日（月）
午前９時 30分～ 11時●

黒埼健康
センター

６月 19日（水）
午前 9時 30分～ 11時●
午後１時 30分～３時

坂井輪健康
センター

６月の健診・相談など
西区 健康福祉課 健康増進係
（☎025-264-7423）

■はじめての離乳食　要申し込み

時間　午後１時30分～３時15分
内容 離乳食の進め方、試食
対象　 生後４～５カ月の赤ちゃんの保護者
持ち物 母子健康手帳、バスタオル
申し込み ５日（水）から

赤ちゃん＆こどもの食生活
申し込み　新潟市役所コールセンター

（☎025-243-4894）

７月 会　場 定員
１日(月) 坂井輪健康センター 先着30人
18日（木）西地域保健福祉センター先着20人

★親子ふれあい運動会
日時　 ６月22日（土）午後１時45分～３

時15分
会場　坂井輪地区公民館
対象　 年中児～小学４年生と保護者（小

学生のみの参加可）
持ち物　 動きやすい服装・靴、タオル、

飲み物
申し込み　きょう２日から電話で同館

清掃で深める
交流と愛着

食中毒にご注意！西区健康応援コラム

● こうさくランド 父の日のプレゼントを
おくろう
日時 ６月８日(土)午後２時～３時
対象　小学生
参加費　200円

●けんだま道場
日時　６月15日(土)午後２時～３時
対象　小学生
●有明卓球道場
日時　６月15日(土)午後２時～３時
対象　小学生
●子育て自主サークル
　ドラえもん【毎週月曜】
　すくすく【第１・３・５木曜】
　体験参加もできます。
時間　午前10時30分～午後２時30分
●子育て相談　※要予約
日時　 毎週水曜午前10時30分～11時

30分、午後１時～２時
●親子で遊びましょう
日時　毎週火・水・金曜
　　　午前10時30分～11時30分
対象　未就園児と保護者

　暑くてジメジメしたこの季節は、細菌を原因とする食中毒が多く発生します。次
の３つの原則を守って、食中毒を防ぎましょう。

食中毒予防の3原則

① つけない

②増やさない
　調理したものは２時間を目安に食べ、生鮮
食品・総菜はできるだけ早く冷蔵庫などへ入
れましょう。

　細菌を食べ物につけないよう、こまめに手
や調理器具を洗いましょう。手に傷があると
きや、生の肉・魚介類・卵などを触ったとき
は特に注意を！

③やっつける
　ほとんどの細菌は加熱で死滅します。特に中心まで加熱することが大事です。汁
物は沸騰させ、熱の伝わりにくい物は時々かき混ぜるとよいでしょう。

　５月15日、新潟大学の学生、教員と大学南が丘自治会の住民が、大学周辺
の清掃を行う「キャンパスクリーンデー」が開催されました。同大のボランティ
アサークル「ボラんち」が清掃を通して新入生の交流や地域・大学に愛着を持っ
てもらおうと、毎年開催しているもので、ことしで12回目。
　この日は約180人が集まり、大学内や路上を清掃しながら、アパートのごみ
ステーションの点検を行いました。

青山海岸でお買い物はいかが？

　地域のにぎわい創出や国道402号
の魅力向上などの可能性を探ること
を目的に、食品販売の社会実験を
行っています。
　毎日、西区産を中心とした農産物
や食品を販売しているほか、土日祝
日には不定期でキッチンカーが出店
しジェラートなどを販売していま
す。ぜひお立ち寄りください。
期間　　７月12日（金）まで　午前９時～午後５時
所在地　上新栄町5824 なぎさのふれあい広場内
問い合わせ　西区 農政商工課 食と産業振興室（☎025-264-7630）

冷蔵庫は10℃以下、
冷凍庫は-15℃以下を
保ちましょう

　５月８日、小瀬小学校で田植え体験授業が行われ、全校児童58人が参加し
ました。この授業は、機械がなかった約50年前の農法で、お米の大切さ、農
業の重要性について知ってもらおうと企画したもの。地元農家やＪＡ新潟みら
いのほか、新潟大学の学生もボランティアとして参加しました。
　子どもたちは農家に苗の植え方を教えてもらいながら、田植えを楽しみ、実
りの秋を心待ちにしていました。

全校で田植え体験

問い合わせ　西区 健康福祉課 健康増進係（☎025-264-7423）

「なぎさふれあいセンター」で食品販売の社会実験



（坂井輪地区公民館続き）
◆地域で学ぶ防災
日６月29日（土）午後２時～４時30分
内 講演「16歳の語り部から始まった防
災ツアー」、「坂井輪地区の地盤と防
災」、ほか

人先着100人
申あす３日（月）から電話で同館

◆ おとなの男の楽らくクッキング
日７月４日（木）午前10時～午後１時
内 米粉ピザ、ほか
人18歳以上の男性 先着16人
￥600円
持三角巾、エプロン、手拭き、布巾
申５日（水）～26日（水）に電話で同館

医療と介護のおきがる座談会
医師や医療相談員などが地域の集ま

りなどに出向いて、医療・介護サービ
スや在宅医療などの疑問に答える講座
です。詳しくはお問い合わせください。
日 祝日を除く月～金曜午前９時～午後
５時のうち45分程度

場申し込み団体が活動する場所
人 地域の茶の間、自治会、企業など地
域の団体やグループ

申  開催希望日の２～３カ月前までに、
電話で在宅医療・介護連携センター
（☎025-240-4135）

高齢者やその家族の相談窓口
　心配ごとや悩み事の相談を無料で受
けています。
◆一般相談
日 毎週月曜～金曜午前９時～午後５時
(祝日、年末年始を除く)

◆法律相談　※要予約
日 ６月３日～24日の毎週月曜午後１
時30分～４時

申 新潟県高齢者総合相談センター (中
央区上所２新潟ユニゾンプラザ、☎
025-285-4165)

◆認知症相談
日 毎週月曜～金曜午前９時～午後５時
(祝日、年末年始を除く)

申 新潟県認知症コールセンター (☎
025-281-2783)

燕喜館で昔ばなしを聞く会
　直接会場へお越しください。
日６月７日（金）午後１時30分～３時30分
場燕喜館（中央区一番堀通町）
内 イザベラさんの見た新潟、化かされ
た長四郎ギツネ、ほか

￥ 500円（お茶・茶菓子代）
問黒埼とんと・寺本（☎090-6925-7765）

肺がん治療センター市民講演会
　直接会場へお越しください。
日６月15日（土）午後１時～３時
場西新潟中央病院
内肺がん治療も新しい時代へ
問同院地域医療連携部（☎025-265-3171）

NDNフェスティバル アニマルウェ
ルフェアを考える
日６月16日（日）午後１時～４時
場りゅーとぴあ能楽堂(中央区一番堀通町)
内 落語、講演会、トークセッション
講 立川平林（落語家）、佐藤衆介（東北
大学名誉教授）、ほか

人先着350人 
￥ 入場無料（運営協力金の受付あり）
申 「新潟動物ネットワーク」のウェブ
サイトから申し込み（☎090-2844-
4881、午前10時～午後５時）

黒埼地区公民館 ☎025-377-1420
〒950-1115　鳥原909-1
メール  kurosaki.co@city.niigata.lg.jp
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第３回西区自治協議会
　傍聴を希望する人は直接会場へお越
しください。なお、会議の概要や資料
は、区政情報コーナーや西区ホームペ
ージでご覧になれます。未就園児の保
育希望者は、６月19日（水）までにお
問い合わせください。
日６月26日（水）午後３時から
場西区役所健康センター棟３階大会議室
人先着20人
問西区地域課（☎025-264-7161）

おはなしのじかん
　直接会場へお越しください。

問坂井輪図書館（☎025-260-3242）
　黒埼図書館（☎025-377-5300）
　内野図書館（☎025-261-0032）
　※ 西内野地区図書室は、坂井輪図書

館へ

◆おもちゃ病院in小針青山公民館
　直接会場へお越しください。
日６月８日(土)午後０時30分～３時
持壊れたおもちゃ
￥ 実費負担の場合あり

◆西新潟オープンカレッジ子わく学部
日７月６日（土）午前10時～正午
内大学生による人形劇、ゲーム
人幼児（保護者同伴）、小学生 先着30人
持飲み物
申あす３日（月）から電話で同館

◆ パソコンの町医者
日６月11日（火）午後１時30分～４時
場内野まちづくりセンター
内 パソコン操作の相談や学習会
人ノートパソコンを持参できる人 先着10人
申あす３日（月）～10日（月）に電話で同館

◆子育てサロン さかいわランド
　直接会場へお越しください。
日６月18日（火）、７月16日（火）
　午前10時～11時30分
内 自由あそび、絵本の時間

◆子育てなんでもD
だいじょうぶ
aijobu

日６月25日（火）午前10時～正午
内 足形カードづくり
人 10カ月未満の子どもと保護者 12組
（応募多数の場合、抽選）
持子どもの写真、はさみ、のり
￥100円（材料費）
申あす３日（月）～10日（月）に電話で同館

小針青山公民館 ☎025-230-1071
〒950-2022 小針2-24-1 第4月曜休館
メール  nishi.ci@city.niigata.lg.jp

公 民 館

 西地区公民館  ☎025-261-0031
 〒950-2112　内野町603
メール  nishi.co@city.niigata.lg.jp

坂井輪地区公民館 ☎025-269-2043
〒950-2055　寺尾上3-1-1
メール sakaiwa.co@city.niigata.lg.jp

日＝日時　場＝会場　内＝内容　講＝講師　人＝対象・定員　持＝持ち物
￥＝参加費（記載のないものは無料）　申＝申し込み　問＝問い合わせ

情報プラザ
★メールでの問い合わせ、申し込みは、
携帯電話の迷惑メール対策（ドメイン拒
否）などにより、担当課から返信できな
い場合があります。送信する前に設定の
確認・変更をお願いします。

お 知 ら せ

講座 在宅で「幸せな生活」を目指して
～訪問医療が「心と体」を癒やす理由
直接会場へお越しください。

日 ６月30日（日）午後３時～４時
場朱鷺メッセ
講山口正康（山口クリニック 院長）
問日本訪問リハビリテーション協会学術
大会事務局・三村（☎080-5176-8160）

新潟国際情報大学 国際交流フェア
日７月７日（日）午前11時～午後２時
場同大（みずき野３）
内講演「無国籍者と移動する人びと～開
港、人権、アイデンティティ」、ほか

講 陳
チェン

天
ティエンシ

璽（早稲田大学国際学術院教授）
申  電話で同大学務課国際交流フェア係
（☎025-239-3111）

旧西蒲原の名所旧跡を訪ねて！
日６月25日（火）
内 新潟ふるさと村、旧笹川家住宅、澤
将監の館、ほか

￥入館料、昼食は実費負担
申 参加希望の人は、説明会を開催す
るので、６月10日（月）午前10時に、
新潟市市民活動支援センター（中央
区西堀６番町）「歴史を語り探訪の
会」にお越しください

問同会事務局・北村（☎090-3086-2092）

８月18日（日）
黒埼まつり花火大会協賛者募集
問い合わせ　 同まつり実行委員会事務局
　　　　　　（黒埼出張所内☎025-264-7760）
　結婚、還暦、誕生など、記念のメッセージを添
えて打ち上げてみませんか。
企業や個人のほか、グループや家族単位での申
し込みも大歓迎です。打ち上げは新潟ふるさと村
付近で、午後７時30分～８時30分ころです。
花火価格
４号…8,400円　５号…12,500円
６号…17,200円
スターマイン…10万円～50万円　（５万円刻み）
申し込み ７月５日（金）までに同事務局
※詳細は西区ホームページに掲載しています

道路・公園施設の
危険箇所の解消にご協力を

　近年、市が管理する道路や公園
施設の老朽化が進行し、傷みが激
しくなっています。
　区では、日頃から道路や公園の
パトロールを行い点検に努めてい
ます。事故を未然に防ぐため、以
下のような緊急性の高い危険箇所
がありましたらご連絡ください。

問い合わせ 西区 建設課 維持係
　　　　　　　（☎025-264-7680 平日・午前８時30分～午後５時30分）
　　　　　　※上記時間帯以外は、西区役所代表（☎025-268-1000）

見つけたら
ご連絡ください

道路： 穴ぼこ、ガードレールの破損、ほか
公園： 遊具・ベンチの不具合、園路への倒

木、ほか

倒木や枯枝

穴ぼこ

遊具の不具合

大雨に備えて

市民グループなどから寄せられた催し物
案内を掲載しています。詳細は、主催者
にお問い合わせください。

ふれあい掲示板

催 し

問い合わせ　西区 健康福祉課 地域福祉係（☎025-264-7315）

対象地区 西区全域（四ツ郷屋地区を除く）
対象団体 自治会・町内会、地域コミュニティ協議会
助成対象 ９月１日～10月31日に実施する敬老祝会
助 成 額

（１団体あたり）
自治会・町内会：30,000円の範囲内
地域コミュニティ協議会：200,000円の範囲内

申込期間
7月１日（月）～７月31日（水）に事前申し込みが必要
※ その他要件あり。予算の範囲内で実施するため、希望する場
合は早めにご相談ください

75歳以上の人を地域でお祝いする際に、経費の一部を助成します。

敬老祝会経費の一部を助成

会場 6月 時間 内容

坂井輪
図書館 毎週月曜

10:30～12:00
14:30～16:00
（希望の時間に
1組10分程度）

絵本の読み
聞かせ

黒埼
図書館

毎週水曜
(５日は
休み) 10:30～11:00

絵本の読み
聞 か せ、 ６
月19日（水）、
７月６日（土）
は赤ちゃん向
けわらべうた

毎週土曜

内野
図書館 毎週金曜

10:30～12:00
（希望の時間に
１組10分程度）絵本の読み聞かせ西内野

地区図書室 毎週土曜 14:00～14:30

宅地内浸水防止用の土のうを配布します
申し込み 西区 建設課 維持係（☎025-264-7680）
配布場所 新通水防倉庫または小新仮土のう置場

背割排水路の水路敷に物を置かないでください

　背割排水路（住宅地の中にあるかつての農業用排水路）には、雨水を貯留し
て浸水被害を軽減する機能があります。水路敷（水路の両脇にある市管理地）
は、水路を維持管理する上で重要な作業スペースであり、物があると貯水能
力が減少する恐れもありますので、撤去にご協力ください。

問い合わせ 西区 建設課 管理係（☎025-264-7661）




