
西区　人口：156,834（－58） 男：75,432人（－29） 女：81,402人（－29） 世帯数：68,765世帯(+28）※令和元年５月末現在（カッコ内は前月比、住民基本台帳による） 面積94.09k㎡
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西区・西蒲区横断ガストロノミーツーリズム

集合場所　越後赤塚駅または佐潟水鳥・湿地センター
定員　40人(応募多数の場合、抽選)　　　参加費　3,500円
 申し込み　 25日（火）までに、はがきまたはメールで、「北国街道ツアー」、

参加者全員の郵便番号、住所、氏名、年齢、電話番号、希望の
集合場所を明記し、〒950-2111西区大学南2-8-24㈱コスモ
ツーリスト（メール tour@cosmo-tabi.com）。抽選結果を26
日（水）に発送

７月５日（金）
午前９時～午後４時30分

北国街道史跡巡り×
旬のメロン収穫体験バスツアー
　北国街道ゆかりの地を巡る日帰りツアー。
テーマの「ガストロノミーツーリズム」は、そ
の土地ならではの食や文化、歴史を楽しむ旅
のことを言います。
　今回は、赤塚と西蒲区石瀬でのまち歩き。
ガイドとの歴史散策のほか、メロンの収穫や
地元農家が営むレストランで旬の食材を楽し
みます。

ことしは「新潟ふるさと村」開催！ことしは「新潟ふるさと村」開催！ことしは「新潟ふるさと村」開催！

夏の内野まち歩き

７月14日(日)午前９時30分～11時30分

集合場所　内野まちづくりセンター
定員　15人（応募多数の場合、抽選）　　参加費　500円(資料代、保険代)
申し込み　 ７月１日(月)までに、はがき(〒950-2097)またはメール

(nosei.w@city.niigata.lg.jp)で、「内野まち歩き」、参加者
全員の郵便番号、住所、氏名、年齢、電話番号を明記し、問
い合わせ先。当選者にのみ４日(木)に案内を発送

　内野まち歩きガイドが、内野町の史跡や地形、川の魅力を紹介します。

平和公園～清徳寺～いちょう公園～金毘羅神社～
新川西川立体交差～吉田稲荷神社～内野商店街

知られざるまちなかの名所を巡る

日 時

赤塚まち歩き～中原邸～メロン収穫体験・昼食(赤塚)
～石瀬まち歩き～いわむろや(一部バスでの移動あり）

コース

日 時

・ 大玉・小玉すいかの販売
　（無くなり次第終了）
・すいかの早食い大会
　（大人、子ども各10人）
・すいか割り（小学生以下 50人）
・ ガラポン抽選会（すいか購入者が対象。
景品が無くなり次第終了）、ほか

10:05　笠木小学校　樽きぬた
10:25　すいか割り抽選会
10:45　日本文理高校
　　　　　チアリーディング部
11:20　赤塚中学校　音楽部
11:50　すいかの早食い大会
12:20　越乃リュウ
　　　　　ミニコンサート

７月６日（土）
午前10時～午後１時

新潟ふるさと村

日時

会場

問い合わせ 西区 農政商工課 食と産業振興室
（☎025-264-7623）

　西区特産「新潟すいか」を堪能できる恒
例イベント。催し物を多数開催するほか、
西区かがやき大使の越乃リュウさんも登
場します。ぜひお越しください。

JA新潟みらい
ファーマーズ・マーケット
「いっぺこ～と」で同日開催！
　いっぺこ～とでも「新潟すい
か」などの販売に加え、ゲーム
などの催しがあります。併せて
お楽しみください。

西区のすいか
　西区は県内屈指のすいかの大
産地です。
　砂丘地で育ったすいかはシャ
リシャリとした食感と高い糖度
が特徴。６・7月に、「新潟市
食と花の銘産品」として市内外
に出荷されています。

コース

赤肉・青肉メロンを
１玉ずつお持ち帰り!!

歩いて見つける
まちなかの魅力

問い合わせ　西区 農政商工課 食と産業振興室（☎025-264-7623）

催しもの ステージイベント

・ 大玉・小玉すいかの販売

・すいか割り（小学生以下 50人）

※ 昨年と会場が異なります。お間違
えのないようご注意ください



西区役所公式 Facebook ページ　区内の話題やイベント情報、区からのお知らせを発信中！！　https://www.facebook.com/niigatanishiward

2 西区役所だより に し2 西区役所だより に し 平成 29年５月 21日2 西区役所だより に し2 西区役所だより に し 令和元年６月 16日

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。

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、20日（木）、
27日（木）、７月４日（木）の午前中、21日
（金）の正午～午後３時、18日（火）、25日
（火）、７月２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

●子育て講座
日時　 ６月21日（金）午前10時30分～

11時20分
内容　 手あそび、講座「保育園・幼稚園・

認定こども園の違い」
対象 未就園児と保護者
★親子エクササイズ
日時　 ７月３日（水）午前10時30分～11

時30分
内容　 親子ふれあいあそび、ママエクサ

サイズ
講師　 渋谷百合子（スポーツインストラ

クター）
対象　 １歳半から３歳までの幼児と保

護者 先着15組（保育 先着４人）
申し込み　20日（木）から電話で同館
●ピヨピヨクラブ【水曜日】※
６月19日、26日「自由あそび」
対象　０～２歳未満児と保護者

●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

乳がん検診（マンモグラフィ検査）集団検診

事前申し込みは不要です。直接会場へお越しください。

①午前９時30分～10時30分
②午前10時30分～11時30分
③午後１時30分～２時30分
④午後２時30分～３時30分

検査当日の受付時間
（予約の際にご希望を伺います）

胃がん・肺がん（結核）集団検診

月 日 曜 会　場 胃 肺 受付時間

６

20 木 ★ 黒埼健康センター ● ◎ 午前９時～11時
24 月 西地域保健福祉センター※ ● ◎ 午前９時～11時
27 木 黒埼北部公民館 ● ◎ 午前９時～11時

29 土 △ 坂井輪健康センター
◎ 午前９時30分～11時30分
◎ 午後１時30分～３時30分

７

４ 木
みずき野東自治会館 ◎ 午前９時～10時
みずき野西自治会館 ◎ 午前10時30分～11時30分

８ 月 西総合スポーツセンター ● ◎ 午前９時～11時
18 木 西コミュニティセンター ● ◎ 午前９時～11時

23 火
中野小屋連絡所 ● ◎ 午前９時～10時
笠木公民館 ◎ 午前11時～11時30分

31 水 真砂小学校 ◎ 午前９時～11時

８

１ 木 小針小学校 ◎ 午前９時～11時
５ 月 西地域保健福祉センター※ ● ◎ 午前９時～11時
８ 木 坂井輪健康センター ● ◎ 午前９時～11時
20 火 坂井輪小学校 ◎ 午前９時～11時
22 木 小針小学校 ● ◎ 午前９時～11時

26 月
新潟市衛生環境研究所 ● ◎ 午前９時～11時
坂井輪コミュニティセンター ◎ 午後１時30分～２時30分

29 木 坂井輪健康センター ◎ 午前９時～11時

月 日 曜 会　場 定員 予約開始日

６ 19 水 西地域保健福祉センター※ 130
受付中29 土 △ 坂井輪健康センター 130

７
11 木 黒埼健康センター 130
30 火 西地域保健福祉センター※ 130 ６月28日(金)

８ 9 金 坂井輪健康センター 130 ７月６日(土)

電話予約が必要です。（定員になり次第締め切り）

予約申込先

市役所コールセンター
☎025-243-4894

（年中無休、午前８時～午後９時）

問い合わせ　西区 健康福祉課 健康増進係（☎025-264-7433）

持ち物　受診券、健康保険証、自己負担金、個人記録票

　検診の詳しい内容は、受診券と一緒にお送りした
「検診いっ得？」をご覧ください。お手元にない人は
お問い合わせください。
　９月以降の日程は今後の本紙でお知らせします。

★印は女性専用日
△印は肺がんと乳がん同日実施（乳がん検診は要予約）集団がん検診日程

今年度の検診の予定はお決まりですか？

　最近の健診結果と健康手帳のある方はお持
ちください。７月の成人健康相談

７月 時　間 会　場 栄養
相談 問い合わせ・申し込み

４日（木）午前９時30分～ 11時 西地域保健福祉センター
要申し込み

有

西地域　　　　　
保健福祉センター
☎ 025-264-7731

11日（木）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
要申し込み

西区健康福祉課　
地域保健福祉担当
☎ 025-264-7453

会　場 対　象
坂井輪健康センター 平成30年７月生まれ

黒埼健康センター 平成30年６・７月生
まれ

★ 案内と問診票は対象者に郵送します
★ 都合がつかない場合はお問い合わ
せください

受付時間　 午前９時30分～10時30分
持ち物　 母子健康手帳、問診票、
　　　　 ハンカチ（希望者はフッ化物塗

布料金1,020円）
問い合わせ　 西区健康福祉課健康増進係

（☎025-264-7423）

   ７月の１歳誕生歯科健康診査 要申し込み

★ ２日前までにお申し込みください。
他会場の日程は、新潟市役所コー
ルセンターへお問い合わせください
★ むし歯予防の分野において、一般
的に「フッ素」と言われているも
のは、「フッ化物」を指します

日時　 ７月10日(水)午前９時30分～10
時15分

会場　坂井輪健康センター
対象　４歳未満児 先着50人
持ち物　 母子健康手帳、ハンカチ
料金　1,020円
申し込み　 19日（水）から新潟市役所コー

ルセンター（ ☎025-243-
4894）

７月のフッ化物塗布

　５月25日、青山小学校区コミュ
ニティ協議会の主催で、関屋分水路
左岸で一斉清掃と花文字花壇づくり
が行われました。これは、環境美化
と地域の連携をキャッチフレーズに
行われているもので、ことしで27
回目。
　地域住民や青山小学校の児童など
が参加し、堤防の斜面にベゴニアや
サルビアなどを植栽。色とりどりの
花々で「西区」や「セキヤ分水」の花文
字が完成し、きれいに彩られました。
　花植え後は、ゴミ拾いをしながら
青山海浜公園へ。同会が作った豚汁
を堪能しながら、参加者同士で交流
を深めていました。

花文字で水辺鮮やかに 

※西地域保健福祉センターは、西出張所・内野まちづくりセンターと併設しています

　★は要申し込み、●は直接同館へ

●うさちゃんクラブ【金曜日】※
６月21日「子育て講座」
　　28日 「ママと楽しく音楽あそび・測定」
７月５日「たなばた会」
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）

令和元年
６月～８月

　新川西川立体交差付近に、上皇さ
まが皇太子時代に視察に訪れたこと
を伝える記念碑が移設され、5月25
日に除幕式が行われました。中原市
長や地域住民など約50人が出席し、
移設を祝いました。
　記念碑は、上皇さまのご成婚を祝
福して当時の中野小屋村が建立。そ
の後、新川河口排水機場に移設され
ましたが、約40年ぶりに元の位置
に戻ってきました。
　移転は、令和への改元と2020年
に新川が開削200年を迎えることを
記念し「越後新川まちおこしの会」が
企画。石碑が地域の名所として親し
まれ、町の活性化につなげたいとい
う思いが込められています。

昔の内野町・新川の写真を
探しています

　同会では、歴史を振り返る写真
展の開催や研究のために昔の写真
を探しています。詳しくはお問い
合わせください。
問同会・加藤（☎090-4701-3910)

新川の歴史と上皇さまの足跡を語り継ぐ



「子ども学習会」参加者募集
　大学生が個別に勉強の仕方を教えま
す。予習や復習に取り組むだけでな
く、高校進学の相談にも応じます。
日７月中旬から１年間
　毎週土曜午後２時～５時
　毎週日曜午前９時～正午
場  坂井輪地区(決定時にお知らせ)
人 市・県民税の所得割が課税されてい
ない世帯の小学５・６年生と中学生 
若干名(応募多数の場合、世帯の状
況を考慮して決定)

申 28日（金)までに申込書に必要書類を
添えて西区保護課へ（申込書は西区
保護課、西出張所、黒埼出張所、赤
塚連絡所、中野小屋連絡所、黒埼行
政サービスコーナーの窓口に設置）

問同課(☎025-264-7321)

新潟市ファミリー・サポート・セ
ンター入会説明会
　「ファミサポ」では、子どもの預かり
や送迎を行う子育て支援を行っていま
す。支援を受けたい人のほか、支援し
たい人も登録できます。
日７月９日(火)午前10時から
　※ 説明会は１時間程度。その後希望

者のみ登録手続き
場西新潟市民会館
人 先着20人
持 運転免許証など現住所が確認できるも
の、保護者の写真（３㌢×2.5㌢）２枚

申 新潟市ファミリー・サポート・セン
ター（☎025-248-7178）

◆小針青山みんなの映画館
　直接会場へお越しください。
日７月１日（月）午後１時30分から
内人情紙風船（86分）
人先着200人

◆西新潟オープンカレッジ
人各先着30人　　　￥500円
申電話で同館
教養学部「九死に一生！命運を分け

るその時の心構え」
日７月８日（月）午前10時～正午
講田村圭子（新潟大学 教授）
地域学部「御師の活動と新潟について」

日７月11日（木）午後１時30分～３時30分
講山上卓夫（小針の歴史を語る会）　　

◆うちの学びカフェ公開講座
日７月11日（木）午前10時～正午
内 ホントかな、内野のマチの人と動物
のヒストリー

人先着50人
申7月10日(水)までに電話で同館

◆うちのD
で
Eシネマ

　直接会場へお越しください。
日６月20日（木）午後１時30分から
内百万長者と結婚する方法（95分）
人先着80人

◆シニアパソコン教室
日 ７月４日（木）、18日（木）、25日（木）
午後１時30分～３時30分（全３回）

人おおむね55歳以上の人 先着15人
持筆記用具、メモ用紙、ノートパソコン
￥600円（テキスト代）
申 ７月３日（水）までに電話で同館

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

黒埼北部公民館 ☎025-232-0077
〒950-1106　ときめき西4-1-1
ﾒｰﾙ kurosaki.co@city.niigata.lg.jp

動かない、鳴らないなど、壊れた
おもちゃはありませんか？
　直接会場へお越しください。
日毎月第１日曜午後１時30分～３時30分
場内野まちづくりセンター
内壊れたおもちゃの診断と修理
￥実費負担の場合あり
問 おもちゃ病院新潟西・内野病院（☎
025-261-1133）

新大ライブラリーシネマ
　直接会場へお越しください。
日 ６月25日（火）午後４時40分から
場 新潟大学附属図書館ライブラリー
ホール（五十嵐２の町8050）

　※ 公共交通機関でお越しください
内アヒルと鴨のコインロッカー（110分）
人先着260人
問 新潟大学附属図書館情報サービス係
（☎025-262-6221）

新潟一聴きたい！お金の話～イデ
コって？年金のお話
　直接会場へお越しください。
日 ７月２日（火）午前11時～11時30分
場黒埼健康センター
￥100円
問 にいがたっ子☆スペースくろさき・
脇（niigatakko_space_kurosaki@
yahoo.co.jp）

西新潟中央病院 病院祭
　直接会場へお越しください。
日７月７日（日）午後１時～４時
場同院（真砂１）
内 講演会、健康チェック、バザー、ロ
ビーコンサート、ほか

問同院管理課（☎025-265-3171）

地域の作品ミニ展示会
　直接会場へお越しください。駐車場
は佐潟公園駐車場をご利用ください。
日 ７月８日（月）、９日（火）午前９時
30分～午後２時30分

場 赤塚中学校ボランティア室
　※体育館入口からお入りください
内 掛け軸、書簡、古絵図など
問赤塚中学校地域教育コーディネーター・
太田（☎080-8023-1825）

市民招待セーリング「クルーザーヨッ
トで新潟港・日本海を体験しよう」
日 ８月３日（土）午前10時から、午後
１時から(２時間程度。雨天・強風・
波高１㍍以上などの場合は中止)

場 万代島多目的広場前岸壁（予定）
内 信濃川～新潟港～日本海をクルージ
ング

人 中学生以上 各25人（１グループ４人
程度。応募多数の場合、抽選）

持 動きやすい服装、帽子、飲み物
申 ７月15日（祝）までに、はがきに
全員の住所、氏名、年齢、電話番
号、乗船希望時間を明記し新潟オ
フショアセーリングクラブ（〒950-
0078中央区万代島５ ☎090-5438-
7812）。当選者にのみ案内を発送

新大なんでもスポーツ・プロジェクト
日 ７月22日（月）午前10時15分～午後
０時15分

場 新潟大学教育学部205講義室（五十
嵐２の町8050）

内 講座「安全・安心のためのスポーツ
環境づくり」

講笠巻純一（同大 准教授）
人 主に教員またはスポーツ指導を目指
す学生 先着30人

申 ７月19日（金）までに、メール(nan-
supo@birdie.ed.niigata-u.ac.jp)
で件名に「なんスポＡコース申し込
み」、本文に氏名、年齢、性別、住所、
電話番号またはメールアドレスを明
記し、同大教育学部保健体育スポー
ツ科学講座（☎025-262-7077）

33西区役所だより に し令和元年６月 16日

西区役所だより「にし」は、毎月第１・３日曜日に発行しています。　次号は７月７日発行です。

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

ひかりおんがく隊「サマーコンサート」
日 7月12日（金）午前10時30分～11時
10分

場 黒埼市民会館
人未就学児と保護者 先着150席
申 29日（土）までに、往復はがきに住
所、氏名、電話番号、子どもの名前
と生年月日、必要席数（１歳半未満
は保護者と同席）を明記し子育て支
援センターほほえみ（〒950-1115
鳥原923 ☎025-379-0045）または
直接同センター

県民介護知識・技術習得講座
日 ７月29日（月）午前10時～午後４時
場 新潟ユニゾンプラザ（中央区上所２）
人先着30人
持 筆記用具、昼食、動きやすい服装、
内履き

申 電話で新潟県社会福祉協議会福祉人
材課（☎025-281-5525）

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

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

プロ野球OB野球教室
問い合わせ 西区 地域課 文化・スポーツ担当（☎025-264-7193）

　元プロ野球選手が直接指導を行い
ます。チームに所属していない、野
球をやってみたいという子どもも大
歓迎です。指導者やファンのみなさ
んもぜひご見学ください。見学は直
接会場へお越しください。

日時　７月６日（土）①午前10時～正午 ②午後１時～４時
会場　 みどりと森の運動公園野球場(雨天時は屋内コート。見学エリアは

スタンド)
講師　 黒江透修(巨人）、広野功（中日ほか）、松沼博久（西武）、
　　　松本匡史（巨人）、鈴木健(西武ほか)
対象　 ①は小学生 30人、 ②は中学生 30人(各回応募多数の場合、抽選)
持ち物 動きやすい服装またはユニフォーム、帽子、グローブ、飲み物、タオル

かんたん申し込み
二次元コード

西区 区長と語る会
問い合わせ　西区 地域課 広報・広聴担当（☎025-264-7180）

「区民が自慢できる西区の実現に向けて」をテーマに、区長との意見交換会
を開催します。直接会場へお越しください。

７月 会 場 時間
９日（火） 黒埼市民会館（鳥原909番地１） 午後２時～４時

16日（火） 内野まちづくりセンター
（内野町413） 午後１時30分～３時30分

24日（水） 西新潟市民会館（小針２） 午後２時～４時

28日（日）※ 西区役所健康センター棟
（寺尾東３ 西区役所となり） 午前10時～正午

  ※国政選挙の投票日によっては変更となる場合があります

収穫祭亀貝米
マイマイ

舞フェス 出店者募集

出店者募集要綱
１区画の面積は1.8㍍×2.7㍍。テントなどが必要な場合はご持参くだ
さい。
日９月21日（土）、22日（日）午前11時～午後７時（雨天決行）
場  ラベストゆうパーク（亀貝1257）
　※雨天の場合はファーマーズ・マーケットいっぺこ～と内（亀貝3066）
人フリーマーケット出店者 100店舗
￥1,500円（１日の出店料、駐車場使用料）
申 ７月31日（水）までにホームページ（右二次元コード）
　からお申込み。同実行委員・佐藤（☎090-4676-5054）

ことしはステージイベントに、「R
リューティスト

YUTist」や特撮ヒーロー「炎の
天狐トチオンガーセブン」が出演。まつりの詳細は今後の本紙でお
知らせします。

申し込み　 24日(月)までに新潟市電子申請サー
ビス「かんたん申し込み」（右二次元
コード）または電話で問い合わせ先。
当選者にのみ28日(金)までに案内
を発送

　亀貝米舞フェスがことしも開
催。ステージイベントや飲食ブー
スなど楽しみいっぱい！今号では
フリーマーケット出店者を募集し
ます。




