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　ことしも「くろさき茶豆」の季節がやってきました！７月27日(土)～８月18日（日）を、くろ
さき茶豆を存分に楽しむことができる「くろさき茶豆 夏の陣」として様々なイベントを開催し
ます。ぜひこの機会にくろさき茶豆を堪能してください！

くろさき茶豆 夏の陣

７月27日(土)午後２時30分～５時
新潟ふるさと村

　茶豆の魅力を語るトークセッションや試食など、どなたでも楽
しめるイベントを開催します。興味のある人は直接会場へお越し
ください。

くろさき茶豆を味わおう！

問い合わせ　同実行委員会事務局（西区農政商工課内☎025-264-7630)

　この期間中、くろさき茶豆を使ったメニューを食べたり、商品を購入することができます。詳し
くは区内公共施設に設置してあるチラシをご覧ください。

全日本 茶豆サミット 2019

日時
会場

くろさきワーキング

kurosakiworking

くろさき茶豆堪能ツアー
信濃川クルーズで行く！

　信濃川クルーズやくろさき茶豆の収穫体験、舟運で栄えた大野
町をまち歩きするツアーです。
日時　８月17日（土）午前10時30分～午後５時40分
コース　 朱鷺メッセ→クルーズ移動→新潟ふるさと村→昼食（地

元割烹）→茶豆収穫体験→大野町（まち歩き・くろさき茶
豆夏の陣当日座）→バス移動→朱鷺メッセ

定員　30人（応募多数の場合、抽選）
参加費　4,000円
申し込み　 31日（水）までに、はがきまたはメールで、「くろさき

茶豆ツアー」、参加者全員の郵便番号、住所、氏名、
年齢、電話番号を明記
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８
月１日（木）に発送

問い合わせ　西区 地域課 文化・スポーツ担当（☎025-264-7193）

　西区の地域と大学が「音楽」で連携するプロジェクト。13年目を迎えることしは西
区出身である横坂源さんのチェロ・リサイタルを音届（おとどけ）します。西区から世
界へと活躍するアーティストの演奏、そして曲によってさまざまな表情を見せるチェ
ロの音色をご堪能ください。

～未来へ奏でる魂の音～

　2002年7月、チェリストの登竜門とし
て知られる全日本ビバホール・チェロコ
ンクールでの最年少優勝（15歳）を初め、
コンクールでの受賞歴多数。2005年に
は第15回「出光音楽賞」を、2008年には
第7回「齋藤秀雄メモリアル基金賞」を受
賞。2009年5月には全ドイツ学生音楽コ
ンクールで第1位（室内楽）を、2010年9
月には最難関で知られる第59回ミュンヘ
ン国際音楽コンクール・チェロ部門で第
2位を受賞し、国際的なチェリストとし
てのキャリアを本格化させる。2012年、

「ホテルオークラ音楽賞」を受賞。

日時　９月７日（土）午後１時開演（午後０時15分開場）
会場　西新潟市民会館 多目的ホール
出演　横坂源（チェロ、写真）、田中幸治（ピアノ）
曲目　歌の翼（メンデルスゾーン）、ほか
定員　先着300人（全席自由席、未就学児は入場できません）
入場料　大人1,000円、小中学生500円

申
し
込
み

新潟市役所コールセンター
☎025-243-4894
入場料は、公演当日に会場でお支払いいただきます。
生後10カ月以上の未就学児保育を、先着９人まで受け付けています。
希望者は併せてお申し込みください。（保育は８月19日（月）まで）

受付時間
午前８時～午後９時（年中無休）

9 横坂源チェロ・リサイタル

７月23日（火）受付開始

詳細はSNSで配信して
います。

店舗名 住所 営業時間 電話番号
藤月堂 大野町3311 午前８時45分～午後７時 025-377-2005

お菓子の店 みつもと 大野町3262 午前９時～午後６時
(月曜定休) 025-377-2241

せきとり 大野町店 大野町3672 午後５時～９時30分
（月曜定休） 025-379-3234

割烹 初音家 大野町3662 午前11時～午後６時
（土日不可） 025-377-2128

ふじ乃屋 大野町3691-乙 午後５時～10時30分
（木曜定休） 025-379-3458

割烹 山六 大野町2821-3 025-377-2054

A alla Z 新潟 黒鳥5004-1 午前11時30分～午後３時、
午後６時～10時(火曜定休) 025-378-5001

源七 くろとり食堂 黒鳥2104 午前11時30分～午後２時30分、
（木曜定休） 025-377-0030

はじめずし 黒埼店 山田428-1 午前11時～午後９時 025-379-3141

居酒屋 六べぇ 鳥原35-1 午 前11時30分 ～ 午 後 １ 時30分、
午後５時～11時（月曜定休） 025-377-5333

割烹 勇吉 木場2382-1 025-377-2303
割烹・仕出し 茂助 板井560 午前９時～午後10時 025-377-3213
スーパー いちまん 内野町480 午前9時30分～午後10時 025-262-5171

旬菜 籐や 内野町424-1 午後４時30分～12時
（月曜定休） 025-263-2161

にくの玄天 内野町431-2 正午～午後２時、午後５時～12時
（火曜定休、土日祝は夜のみ） 025-311-4608

和風スナック 舞夢 内野町432 正午～午後４時、午後７時～12時
（月曜定休、金土日は夜のみ） 025-261-7710

旬華養膳 家寶 坂井819 午前11時30分～午後10時
（月曜定休） 025-260-8885

日本料理 手しごと こじま 内野町526-1 午前11時30分～午後10時 025-263-5766

湊や 新通南３-１-８ 午前11時30分～午後10時
（火曜定休） 025-260-2900

割烹・仕出し 山川屋 山崎1107 025-239-2144
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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、26日（金）の
正午～午後３時、８月１日（木）、３日（土）
の午前中は入館できません。

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

●楽しく学ぼう！応急手当と防火防災
日時　�８月２日（金）午前10時30分～11

時30分
内容　�乳幼児の応急手当、着ぐるみシア

ター、ほか
講師　新潟市消防団ひまわり隊
対象　乳幼児と保護者
★ハグルマンと工作を楽しもう
日時　�８月３日（土）午前10時～正午
内容　ハブラシカーを作ろう
講師　新潟大学工作戦隊ハグルマン
対象　�小学生�先着20人
申し込み　電話で同館
★キッズリズム体操
日時　�８月６日（火）午後２時～３時
内容　音楽に合わせて体を使った遊び
講師　�渋谷百合子（スポーツインストラ

クター）
対象　�小学１～３年生�先着15人
持ち物　飲み物、タオル
申し込み　電話で同館
●ピヨピヨクラブ【水曜日】※
７月24日「自由あそび」
　　31日「水あそび」
対象　０～２歳未満児と保護者
●うさちゃんクラブ【金曜日】※
８月２日�「楽しく学ぼう！応急手当と防

火防災」
対象　乳幼児と保護者
※�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）

●有明卓球道場
日時　７月27日(土)午後２時～３時
対象　小学生
●スポーツチャレンジすぽちゃれ
日時　７月27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～午後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

　最近の健診結果と健康手帳のある方はお持ち
ください。８月の成人健康相談

８月 時　間 会　場 栄養
相談 問い合わせ・申し込み

１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

８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

22日（木）午前９時 30 分～ 11 時 黒埼健康センター
要申し込み

黒埼地域　　　　　
保健福祉センター
☎ 025-264-7474

会　場 対　象
坂井輪健康センター 平成30年８月生まれ

西地域保健福祉センター 平成30年７月生まれ
と８月生まれの一部

★�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）

   ８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　�８月23日(金)午前９時30分～10
時15分

会場　黒埼健康センター
対象　４歳未満児�先着30人
持ち物　�母子健康手帳、ハンカチ
料金　1,020円
申し込み　�24日（水）から新潟市役所コール

センター（☎025-243-4894）

８月のフッ化物塗布
　★は要申し込み、●は直接同館へ

親子の絆づくりプログラム
赤ちゃんがきた！

日時　�８月20日～９月10日の毎週火曜
午前10時～正午（全４回）

会場　黒埼市民会館
対象　�平成31年３月～令和元年５月

生まれの第１子と母親�20組（応
募多数の場合、抽選）

申し込み　�新潟市電子申請
　　　　　サービス「かん
　　　　　たん申し込み」
　　　　　で申し込み
問い合わせ　 西区健康福祉課こども支

援係（☎025-264-7343）

問い合わせ　西区�健康福祉課�こども支援係（☎025-264-7343）
　子育て中の人と、お互いの悩みや関心ごとを話し合いながら、自分に合った子育
ての仕方を見つけてみませんか。

日時　９月４日～10月９日の毎週水曜午前10時～正午（全６回）
会場　坂井輪健康センター
対象　おおむね１～３歳の子どもを子育て中の人�12人（応募多数の場合、抽選）
保育　未就学児のみ（要申し込み）
持ち物　マイカップ、筆記用具　　　参加費　600円（お茶代、６回分）
申し込み　８月16日（金）までに電話で問い合わせ先

完璧な親なんていない! N
ノ ー バ デ ィ ー ズ
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花植えでつながる地域の輪

　６月４日、坂井輪中学校区まちづくり協議会と坂井保育園の園児19人が、
西区役所前の歩道を彩るベゴニアの花を植えました。これは同会が「美しい
坂井輪」をテーマに毎年春と秋に実施し、今回で11回目。
　園児は同会の皆さんから植え方を教えてもらいながら、慣れない手つきな
がらも丁寧に花を植えていました。
　今回植えた花は９月ごろまで楽しめ、秋にはビオラやチューリップの球根
を植える予定です。

西区の特産 おいしく育って
　5月29日、内野小学校で特別支援
学級「さくら学級」の児童約30人が
サツマイモ「紅はるか」の苗植えを行
いました。
　紅はるかは西区特産のサツマイモ

「いもジェンヌ」で知られる品種。同
校では、西区の特産を知ってもらう
ことや農業を通した友人とのふれあ
いを目的に、昨年からこの取り組み
を行っています。児童はいもジェンヌの話を聞いた後、苗を一本一本丁寧に
植えました。
　苗を植えた児童は「おいしくなるよう愛情を込めた」「食べるのが楽しみ」と
収穫を心待ちにしていました。秋には、みんなで収穫祭を行う予定です。

　西区特産の「新潟すいか」を存分に楽しむことができる「すいかまつり」が６
日、開催されました。これまでは昨年閉館したメイワサンピア駐車場（赤塚）
で開催していましたが、ことしは初めて新潟ふるさと村とJA新潟みらい直
売所「いっぺこ～と」の２カ所で同時開催。砂丘地で育った甘くてシャリっと
したすいかを求め、多くの人が来場しました。

　７月６日、みどりと森の運動公園
野球場でプロ野球OBによる野球教
室が開催され、小中学生約200人が
参加しました。
　この日の指導者は、黒江透修さん
(巨人）、広野功さん（中日ほか）、松
沼博久さん（西武）、松本匡史さん（巨
人）、鈴木健さん(西武ほか)の５人。
　中学生の部では、様々な状況を想
定した実践形式の指導が行われ、選
手たちはアドバイスを生かそうと懸
命に練習していました。

プロ野球OBが　
子どもたちに熱血指導

旬を満喫 すいかまつり
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西区教育ミーティング
　区担当教育委員と区自治協議会委員
が、教育に関する意見交換を行いま
す。傍聴を希望する人は直接会場へお
越しください。
日�７月31日（水）午後１時15分～２時45分
場西区役所健康センター棟１階大会議室
人先着20人
問�西区教育支援センター（☎025-264-7530）

信濃川クリーン作戦
　関屋分水路左岸の一斉清掃を行いま
す。参加希望者は、直接集合場所へお
集まりください。なお、会場に駐車場
はありません。
日�７月28日（日）午前６時～７時（小雨決行）
場�信濃川下流河川事務所関屋出張所
前、関屋大橋左岸たもと

持�軍手、ごみバサミ、雨具（ごみ袋は
会場で用意します）

�問土木総務課（☎025-226-3025）

水稲共同防除を実施
　水稲の共同防除を無人ヘリコプター
で行います。天候等により日時が変更
になることがあります。詳しくはお問
い合わせください。

時間　午前４時30分～正午ころ
問�新潟県農業共済組合�損害防止課（☎
025-282-9293）

夏の交通事故防止運動
　この時期は、夏休みの開放感やレ
ジャーによる疲労が懸念されます。事
故を起こさないよう、交通ルールを守
りましょう。
　区では「事故ナス、怪我ナス、違反
ナス」を合言葉に、22日～31日に夏の
交通事故防止運動を行います。26日
にはナス漬けを配布しながら交通安全
を呼びかけます。
日７月26日（金）午後２時30分から
場西総合スポーツセンター
問�西区総務課安心安全係（☎025-264-7120）

書架整理ボランティアデビュー
　直接同館へお越しください。
日�７月29日（月）午前９時30分～10時30分
場�坂井輪図書館
人�小学５年生以上で書架整理ボラン
ティアが初めての人�先着20人

問�会場（☎025-260-3242）

体験してみよう！図書館の仕事
日�７月31日（水）午前９時～正午
場�黒埼図書館
人�小学４年生～中学生�先着６人
�申�24日（水）から電話で会場（☎025-377-
5300）

33西区役所だより に し令和元年７月 21 日

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

◆ 子育てひろば・ぺったん
日８月２日(金)午前10時～11時30分
内�講座「毎日のごはんどうしてる？」、
自由あそび、絵本の読み聞かせ

人未就園児と保護者�先着10組
申電話で同館

◆うちのキッズらんど
日�８月５日（月）午後１時～４時
内�公民館を貸切にした体験や工作
人先着100人
持�飲み物、作ったものを入れるかばん
�申�24日（水）から電話で同館

◆ 西新潟オープンカレッジ 教養学部
日�８月19日（月）午前10時～正午
内�人に優しい食薬のはなし
講坂本雅敏（平和堂薬局薬剤師）
人先着30人
￥500円
申電話で同館

◆ 元気いきいき教室ウオーキング講座
健康寿命はマイスタイルウオーキングから

時間　午前10時～正午
人先着30人
持�動きやすい靴、タオル、飲み物
�申�23日（火）から電話で同館

会場 ８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
10日（土）10:30～11:0024日（土）

黒埼
図書館

毎週水曜
（７日は

休み） 10:30～11:00

絵本の読み
聞かせ、３
日（土）、21
日（水）はわ
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 絵本の読み

聞かせ

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

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

 西地区公民館  ☎025-261-0031
 〒950-2112　内野町603

メール  nishi.co@city.niigata.lg.jp

公 民 館

<広告欄>

西区役所だより「にし」に広告を掲載しませんか

　西区役所だよりでは、区の経済活動の振興などを目的に有料
広告枠を設けています。広告掲載を希望する事業者の皆さん、
ぜひお問い合わせください。詳しくは区ホームページ（右二次
元コード）をご覧ください。
対象　 西区に本社や営業所を有する事業者
募集する号　2019年９月～2020年３月の毎月第１・３日曜号
発行部数　１号あたり約53,000部（新聞折り込み、個別配送により配布）
掲載位置　各号３ページ下部(ウェブ版西区役所だよりには掲載しません)

広告枠の種類 規格（天地×左右）１回あたりの掲載料
１型 39㍉×122㍉ 20,000円
２型 83㍉×58㍉ 20,000円
３型 83㍉×122㍉ 40,000円
４型 83㍉×249㍉ 80,000円
５型 39㍉×58㍉ 15,000円

問い合わせ　西区 地域課 広報・広聴担当（☎025-264-7180）

催 し

枝・生垣の適正な管理をお願いします
問い合わせ　西区 建設課 管理係（☎025-264-7661)

　道路上にはみ出している樹木などは、車両の通行に支障が
出るほか、歩行者が避けて車道を歩かなければならないなど、
交通事故につながる危険性があります。
　自宅敷地内などからはみ出している枝や生垣の適正な管理
をお願いします。

西区ドキドキ・ワクワク
ふれあいサッカー教室の選手と楽しも

う！

アルビレックス新潟の選手・サッ
カースクールのコーチによるサッカー
教室と交流会を開催します。サッカー
を始めてみたいという子どもも大歓迎
です。どの選手が来るかはお楽しみ。
友達も誘って参加しよう！

日時　９月１日（日）午後３時15分～５時
会場　 みどりと森の運動公園 屋内コート
対象　西区に在学・在住の①小学１～３年生②４～６年生 ①②各先着40人
持ち物　動きやすい服装・靴（スパイク不可）、タオル、飲み物、ボール（貸出可）
申し込み　 28日(日)午前10時～８月２５日（日）午後６時にアルビ

レックス新潟オフィシャルホームページ（右二次
元コード）またはFAX（025-280-0012）で、氏名

（ふりがな）、住所、電話番号、学年を明記して、
アルビレックス新潟サッカースクール（☎025-
280-0011）

期日 内容
８月28日

水
自分の歩き方・体力を知る

９月４日 目的別の歩き方を知る
９月18日 ウオーキング実践

うちのD
で

E夜店まつりT
と

Oビアガーデン
　内野の夏の恒例となったお祭り。ヨーヨー釣りや射的など
子どもが楽しめる「夜店まつり」のほか、食べ物や飲み物の販
売があります。
日時　７月27日（土）午後４時～８時
会場　内野まちづくりセンター駐車場・周辺道路
問い合わせ　新潟西商工会（☎025-262-2316）

★
★

問い合わせ　西区 地域課 文化・スポーツ担当（☎025-264-7193）

出演　内田美果
曲目　 �ピアノ・ソナタ第８番「悲愴」（ベートー

ベン）、「子供の情景」より（シューマ
ン）、ほか

ミニコンサート in うちの ♬ ♪♪

　24回目を迎えるミニコンサート、今回は西区役所を飛び出して内野まち
づくりセンターで開催します。ピアノの美しい音色を聞きながら、午後のひ
と時をお楽しみください。

日 時

会 場

７月26日（金）
午後０時20時～０時50分
内野まちづくりセンター
３階ホール
※�通常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

３型は、この記事（オ
レンジ色の罫線）と同
じ大きさです

８月 実施場所
１日（木） 一部地域
５日（月） 坂井輪

６日（火）、７日（水）坂井輪・黒埼を除く全域


