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西区だより９月15日号の最終校です。９日（月）の午前10時までに確認願います。

秋の赤塚、見て、聴いて、体験して

　

　

　
国登録有形文化財

日時　�10月12日（土）、13日（日）
　　　午前９時30分～午後４時

受付日時　10月12日（土）、13日（日）午前９時～午後３時30分

中原邸 秋の一般公開と

　ボランティアガイドが佐潟公園から中原邸までの史跡ポイントを案内し
ます。また、西区アートキャラバンの展示も見られます。直接佐潟公園駐
車場へお集まりください。

展示内容　��明治天皇関連資料、中原邸関連資料、「句
会ライブ」作品、資料館「竹庵」企画（観覧料
500円・コーヒーまたはお茶付き）、ほか

問い合わせ　西区�農政商工課�食と産業振興室（☎025-264-7623）

　明治天皇の北陸巡幸の際に行在所となった国登録有形文化財の「中原邸」
が一般公開されます。直接会場へお越しください。また、会場には駐車場
がありませんので、佐潟公園の駐車場をご利用ください。

赤塚まちあるき

西区アートキャラバン

問い合わせ　西区�地域課�文化・スポーツ担当（☎025-264-7193）

アートクロッシングにいがた2019

　大学生や児童が赤塚地域と連携し制作した、
アート作品の展示やさまざまなイベントを開催し
ます。直接会場へお越しください（ワークショッ
プは要申込）。

会場 展示内容

赤塚神社 新潟大学工学部の学生・教員が制作した、体感するアー
ト作品（13日のみ展示）

佐潟公園内 福祉事業所の職員が制作した作品
新潟大学教育学部の学生がデザインした椅子

赤塚神社、佐潟水鳥・
湿地センター、ほか

赤塚小学校の児童が制作した、佐潟で採取した自然素材
を使用した竹風鈴とヒンメリ

コンサート「佐潟の煌
きら
めきwith手作り楽器」

日時　10月12日(土)午前11時～正午、午後２時～３時
会場　佐潟水鳥・湿地センター
内容　�ワークショップで作った楽器で新潟大学の学生と一緒に佐潟の風景を

イメージした曲を演奏

日時　10月12日(土)、13日(日)

　

アート作品展示

日時　10月５日（土）午前９時～正午
会場　赤塚公民館（駐車場は佐潟公園駐車場をご利用ください）
定員　50人(応募多数の場合、抽選)
申し込み　�25日（水）までに、はがき（〒950-2097）またはメール（nosei.

w@city.niigata.lg.jp）で、「句会ライブ」、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
選者のみ27日（金）までに案内を発送

赤塚 秋の句会ライブ

　㈱夏井＆カンパニー�家藤正人さんによる句会ライブを開催します。作
句体験を通して初心者でも俳句に親しみ、大勢で楽しむことができるイベ
ントです。かつて句会が盛んに開催された赤塚で、俳句の楽しさを味わっ
てみませんか。

問い合わせ　西区�農政商工課�食と産業振興室（☎025-264-7623）

造形ワークショップ
日時 内容 定員

10月12日(土)
午前10時～正午
午後１時～３時

竹を使って楽器を作って演奏しよう 各回先着10人※

10月13日(日)
午前10時～正午 レジンでストラップ作り 先着20人※

10月13日(日)
午後１時～３時

宝石みたいな石けんを作ろう 先着15人※

北国街道たんけんたい 小中学生とその保護者 
先着20人

植物を採取し、絵を描こう 先着10人※
オリジナルハンカチ作り（申込不要） 先着30人※

会場　佐潟水鳥・湿地センター
持ち物　汚れてもよい作業しやすい服装
申し込み　19日（木）から開催日の３日前までに電話で問い合わせ先

～俳句の実作を通して、季節を楽しむ～

区バス・住民バスのお知らせ
運賃が値上がりします
　消費税率引き上げに伴い、運賃が変わります。ご利用の際はご注
意ください。

路線名 新運賃

区バス
坂井輪ルート（Ｑバス） 大人210円

小学生以下110円
中野小屋ルート

（新潟交通W43大堀線を延長して運行） ※

住民バス
コミュニティ佐潟バス 小学生以上110円
内野上新町バス

（新潟交通W33寺尾線を延長して運行） ※

※新潟交通の距離別運賃に準ずる

坂井輪ルート（Ｑバス）の全線が新型車両になります
　全線小型ノンステップバスの運行になります。段差が少なく誰でも乗り
降りしやすい車両です。お出かけの際は、ぜひご利用ください。

問い合わせ　西区�地域課�企画担当（☎025-264-7161）

赤塚史跡巡り

※幼児は保護者同伴

10 １
から
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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（祝日の場合は翌日）
 　 毎日正午～午後１時30分、19日（木）、
26日（木）の午前中、20日（金）の正午～午
後３時は入館できません。

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、祝休日

●ピヨピヨクラブ【水曜】
９月18日、25日、10月２日「自由あそび」
対象　０～２歳未満児と保護者
●うさちゃんクラブ【金曜】※
９月20日�「紙芝居シアターと測定」
　　27日「�でてこいおはなし（なにをた

べてきたの？、ほか）」
10月４日「新聞紙であそぼう」
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30分程度のプログラムあり）

●スポーツチャレンジすぽちゃれ
日時　９月21日（土）午後２時～３時
内容　バドミントン
対象　小学生
●有明卓球道場
日時　９月21日(土)午後２時～３時
対象　小学生
●有明ふれあいまつり
日時　�９月28日(土)午後１時15分～５

時30分
会場　有明福祉タウン
内容　�マジックショー、大声大会、ほか
●�こうさくランド�スライドパズルをつ
くろう

日時　10月５日（土）午後２時～３時
対象　小学生
参加費　200円（材料代）

　最近の健診結果と健康手帳のある方はお持ち
ください。10月の成人健康相談

10 月 時　間 会　場 栄養
相談 問い合わせ・申し込み

３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

10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

24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

★�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

会場　坂井輪健康センター
対象　平成30年10月生まれ
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）

���10月の１歳誕生歯科健康診査 �

★�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　�10月９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　�18日（水）から新潟市役所コール

センター（☎025-243-4894）

10月のフッ化物塗布

　●は直接同館、★は要申し込み

はにいがた未来ポイント対象事業です。

要申し込み

日時　�10月24日（木）①午前９時45分
から②午後１時15分から�

会場　坂井輪健康センター
内容　 骨密度測定（超音波式）、骨粗しょ

う症予防のための健康相談
対象　�18歳以上の人�①は先着40人、②

は先着20人（骨粗しょう症で治療
中の人はご遠慮ください）

申し込み　�19日（木）から新潟市役所コー
ルセンター（☎025-243-4894）

骨粗しょう症予防相談会

歩こうNIIGATA大作戦スタンプラリー対象

西区ウオーク
問い合わせ
西区�地域課�文化・スポーツ担当
（☎025-264-7193）

　信濃川沿いの美しい景観を眺めな
がら、各自のペースで歩きます。

９月29日（日）午前８時45分～11時（受付 午前８時15分から）日時
※�小雨決行。当日の実施の有無は、午前８時から新潟市役所コールセンター
（☎025-243-4894）にお問い合わせください

集合場所　山田河川敷公園 ときめき橋の下
　　　　　 ※ 駐車場に限りがあるため、できる限り乗り合わせや公共交通機関

をご利用ください。路線バスをご利用の場合、大野・白根線「新
潟ふるさと村」下車 徒歩約10分

ロングコース
折り返し

ショートコース
折り返し

コース　�ロングコース 約８㌔（堀割橋手前で折り返し）
　　　　ショートコース 約４㌔(寺地河川敷公園付近で折り返し)
持ち物　タオル、飲み物
対象　�先着160人(小学生以下は保護者同伴をお願いします。また、配慮

を必要とする人は、あらかじめご連絡をお願いします。)

申し込み　�17日(火)～23日(祝)に電話で新潟市役所コールセンター　　
☎025-243-4894　午前８時～午後９時（年中無休）

問い合わせ　西区�地域課�文化・スポーツ担当（☎025-264-7193）

会場　西区役所健康センター棟１階
出演　�水

みずしなまもる
品葵（フルート、写真左）、

小
こいけふうこ
池楓子（ホルン、写真中央）、
四
よ も だ ま ゆ
方田真優（ピアノ、写真右）、
G
グ ロ リ ア
loRiA（アカペラ）

西区役所 ミニコンサート ♬ ♪♪

　西区役所を会場に行うコンサート。今回は、新潟大学の学生によるフルー
ト・ホルン・ピアノのアンサンブルとアカペラです。午後のひと時に若さあ
ふれる演奏と歌声をお楽しみください。

西区アートフェスティバル関連イベント

９月27日（金）午後０時20分～０時50分日時

★親子エクササイズ
日時　�10月９日（水）午前10時30分～

11時30分
内容　�親子ふれあいあそびとママエクササイズ
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
申し込み　20日（金）から電話で同館

アルビレックス新潟ホームゲームを無料招待
9月28日（土）は西区民デー！

入場方法
　本紙（西区役所だより第299号�令和元年９月15日発行。コピー不可）と
西区在住・在勤・在学を確認できるもの（運転免許証、健康保険証、学生
証など）を持って、当日午前11時以降に会場のEゲート前広場「チケット
センター」にお越しください。本紙１部につき、２人まで入場できます。

西区役所だよりを持っていない場合
　23日（祝）までに、アルビレックス新潟申込サイト（右
二次元コード）に必要事項を入力してください。24日
（火）に招待券の申込方法をメールでお知らせします。

試合　アルビレックス新潟�VS�水戸ホーリーホック
日時　９月28日（土）午後２時キックオフ
会場　デンカビッグスワンスタジアム（中央区清五郎）
対象　西区在住・在勤・在学の人

問い合わせ　西区�農政商工課�食と産業振興室（☎025-264-7623）

大野町商店街～昼食～旧梅八造船所～稲荷大明神～川口の
渡し場～中ノ口川沿い（蒸気場小路・長居小路・吊り橋跡）～
聞念寺支坊～大野諏訪神社

コース実りの秋 半日のまち歩き
大野町今昔探訪と中ノ口川河畔を巡る

　舟運と市
いち
で栄えた川湊の大野町商店街の歴

史をたどり、新潟・長岡間を運航した蒸気船
が行き交った中ノ口川河畔を巡ります。昼食
は地元割烹の特製弁当です。ぜひご参加くだ
さい。

日時　10月17日（木）午前10時30分～午後２時30分
集合場所　黒埼出張所
定員　20人(応募多数の場合、抽選)　　　参加費　2,300円
申し込み　�30日（月）までに、はがき（〒950-2097）、FAX（025-260-3899）

またはメール（nosei.w@city.niigata.lg.jp）で、「大野町まち歩
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。当選者のみ10月２日（水）までに案内を発送

問い合わせ　アルビレックス新潟（☎025-282-0011、土日祝日を除く午前10時～午後６時）

曲目　��ダンス、ターン・ザ・ビート・アラウンド、ショウ・ミー・ハウ・ユー・バー
レスク、ホット・スタッフ、ほか



33西区役所だより に し令和元年７月７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 10月６日発行です。

みどりと森の運動公園の利用を一部制限
　下記の期間、野球場からの飛球の恐
れがあることから、事故防止のため公
園の利用を一部制限します。
日�10月１日（火）、２日（水）、12日（土）～
14日（祝）

問同公園（☎025-379-3766）

人権擁護委員による特設相談
　これは人権問題ではないだろうかと
感じたり、困りごとや心配ごとなどが
ありましたら、お気軽にご相談くださ
い。法務大臣から委嘱された人権擁護
委員が相談に応じます。直接会場へお
越しください。
日�10月５日（土）午前10時～午後３時
場小針青山公民館
問�新潟地方法務局人権擁護課（☎025-
222-1563）

10月６日は鎧潟クリーンセンター
を休業します
　電気設備点検のため、受付業務を休
業します。ごみの搬入はできませんの
で、ご協力をお願いします。
問同センター (☎0256-76-2831)

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

西区助け合いの学校i
イン
n西内野

　地域での支えあい活動を進めるた
め、助け合いの必要性や心構えを学び
ます。
日10月30日（水）午前10時～午後４時
場西コミュニティセンター
人先着70人　　　���持筆記用具、昼食
申�電話またはFAX（025-269-1670）で
西区健康福祉課地域福祉係（☎025-
264-7315）

催 し

33西区役所だより に し令和元年９月 15日

◆親子のじかん�アウトドア編

時間　�①午前９時～午後１時、②午前10
時～正午、③午前10時～午後１時

場①上堰潟公園、②丸小山公園、③同館
人�小学生とその保護者10組（応募多数
の場合、抽選）

￥大人1,000円、子ども500円
申�30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）または電話で同館

◆大人の趣味講座�ティータイムを楽しむ
日10月26日（土）午前10時～正午
場五十嵐小学校
内ハーブティーの入れ方、ほか
人先着30人　　　　　　￥500円
持�上履き、筆記用具、エプロン、三角
巾、布巾

申電話で同館

◆西新潟オープンカレッジ�子わく学部
日10月26日（土）午前10時～正午
内調理実習「秋の味覚を楽しもう」
人小学生�先着24人　　￥500円
持�エプロン、三角巾、布巾、手ふき、
マスク、上履き、学校の名札

申17日（火）から電話で同館

◆講演会「食べる楽しみ�いつまでも」
日10月29日（火）午後１時30分～３時
内誤嚥性肺炎を防ぐには
講道見登（新潟医療センター�歯科部長）
人先着80人
申17日（火）から電話で同館

女たちが語る今と昔 十返舎一九も
見た、新川を支えた女たち
　直接会場へお越しください。
日�10月５日（土）午後１時30分～４時
場西地区公民館
内�講談、パネルディスカッション、展
示、麩寿司の試食、ほか

問�越後新川まちおこしの会・加藤（☎
090-4701-3910）

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。

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会場 10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
12日（土）10:30～11:0026日（土）

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

黒埼
図書館

毎週水曜
（２日は

休み） 10:30～11:00

絵本の読み
聞かせ、５
日（土）、16
日（水）はわ
らべうた毎週土曜

西内野
地区図書室 毎週土曜 14:00～14:30 絵本の読み

聞かせ

とんとんむかし発表会
　昔語りを聞きませんか。直接会場へ
お越しください。
日�９月28日（土）午前11時～午後０時
30分、午後１時10分～３時30分

場新潟ふるさと村（山田）
問�黒埼とんと・寺本（☎090-6925-7765）

小針の歴史を語る会 十周年記念講演
「近世以前の新潟の地を探る」
　直接会場へお越しください。
日�10月５日（土）午後１時30分～午後４時
場小針青山公民館
講前島敏（県立歴史博物館�主任学芸員）
￥500円（資料代）
問同会・渡部（☎025-267-1515）

中高年の健康づくり講習会
　直接会場へお越しください。
日�10月７日（月）午前９時15分～10時40
分、午前10時45分～午後０時15分

場西区役所健康センター棟３階大会議室
持�動きやすい服装、上履き、タオル、
飲み物

問�さわやか健康づくり教室（☎025-
266-6767）

西コミュニティセンター文化祭
　直接会場へお越しください。
日�10月５日(土)午前９時～午後５時、
　６日(日)午前９時～午後４時
場�西コミュニティセンター
内�作品展示、発表会、ほか
問同センター (☎025-262-0377)

講演会「私のパワーの源」
　直接会場へお越しください。
日10月９日（水）午後１時15分～２時40分
場�西コミュニティセンター（車での来
場はご遠慮ください）

講増田明美（スポーツジャーナリスト）
人先着200人
問同センター（☎025-262-0377）

講演会「ひきこもりって悪ですか？」
日10月11日（金）午後２時～４時
場�内野まちづくりセンター
講西伸之（アーベルの会）、ほか
申�30日（月）までに、電話またはメール
（ward-csw.w@syakyo-niigatacity.
or.jp）で氏名、参加者数を明記し、西
区社会福祉協議会（☎025-211-1630）

<広告欄>

◆社交ダンスの集い
日10月４日（金）午後６時～８時30分
◆健康まつり
日 �10月５日（土）午前９時30分～午後
２時30分

内レクダンス、気功、卓球、太極拳
持�動きやすい服装・靴、タオル、飲み物

◆芸能祭
日 �10月６日（日）午前10時～午後３時30分
内�演奏、合唱、踊り、マジックなどの発表
◆作品展示
日 �10月19日（土）～21日（月）午前９時～
午後４時（21日のみ午後０時30分まで）

内�利用団体の作品展示

問い合わせ　坂井輪地区公民館（☎025-269-2043）

坂井輪地区公民館文化祭

内枝豆・新米抽選会、野菜市、枝豆・
　新米おにぎり試食会、ほか
問黒埼南部公民館
（☎025-378-0400）

黒鳥ふれあい農業祭り

10月６日（日）午前10時～正午
黒埼南部公民館前特設会場

日時

会場

　おいしい肴豆や新米コシヒカリなどたくさんの農産物を
用意しています。直接会場へお越しください。

◆肴豆収穫体験
内６㍍分の畝の収穫体験
人先着30人　　　￥�2,000円
申�当日午前９時30分から会場で受付

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

期日 内容（全３回）
10月22日（祝）①うまっ 竹ごはん
11月10日（日）②めざせ！岩室天神山城址
12月 １日（日）③粉とあそぼ 手打ちうどん

消防演習を見に行こう！
問い合わせ　西消防署 地域防災課 消防団係（☎025-262-2119）

10月 時間 会場 内容
6日(日) 午後１時～

４時30分

中野小屋中学校グラウンド（雨天の場
合、JA新潟みらい中野小屋支店倉庫前）中野小屋分団演習

13日(日) 内野小学校グラウンド
(雨天の場合、体育館) 内野分団演習

　西方面隊の消防演習を開催します。ポンプ操
法訓練や放水競技など、日頃の成果を披露する
この機会に、ぜひ足を運んでください。
　消防団は新しい自分に出会える場所です。男
女ともに団員を常時募集しています。入団条件
や処遇など詳しくはお問い合わせください。

体験教室は10月3日（木）～30日（水）に実施しています

お 知 ら せ 公 民 館

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

日本女子ソフトボールリーグ
エスコートキッズ募集！
　日本女子ソフトボールリーグの試合に出場する選手と一緒に入場するエス
コートキッズを募集します。東京オリンピック2020で活躍する選手に会え
るかも。友達を誘って参加しよう！

内�豊田自動織機シャイニングベガ�VS�ビックカメラ高崎�BEE�QUEEN
人西区在住の小学生�先着50人
申�19日（木）～10月10日（木）に電話で問い合わせ先
参加特典　選手との記念撮影、サインボールをプレゼント

問い合わせ
西区�地域課�文化・スポーツ担当
（☎025-264-7193）

10月19日（土）午前８時30分から
（午前10時30分試合開始）
みどりと森の運動公園野球場

日時

会場


