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ことしの西区
こんなことがありました

ことしも一年
ありがとうございました

小新中学校講演会
アルビレックス新潟の早川選手
が、夢を持ち挑戦することの大
切さを生徒たちに話しました。

夏期巡回ラジオ体操・みんなの体操会
新潟市で６年ぶりの開催となり、会場の西総合ス
ポーツセンターには約1,800人が来場しました。参
加者は元気な声を出しながら体操をし、気持ちの良
い朝を迎えました。

すいかまつり
ことしは新潟ふるさと村で開
催。すいか早食い大会やすいか
割りなど、大盛り上がりでした。

区バス坂井輪ルートに新車両
３月から外回り、10月からは
全線で小型ノンステップバスを
運行しています。

佐潟探検隊（さかたん）
田植えや稲刈りのほか、潟舟体
験や野鳥観察など、佐潟の自然
を思い切り楽しみました。

問い合わせ　 西区 地域課 広報・広聴担当（☎025-264-7180）

坂井輪雨水１号幹線工事見学会
来春完成予定の雨水管は、対応降雨量
が１時間33㍉から50㍉に向上します。
見学会には約300人が訪れ、完成を待
ちわびていました。

日本女子ソフトボールリーグ公式戦
みどりと森の運動公園で行われ
た試合では、日本代表の上野選
手もマウンドに上がりました。

四ツ郷屋春祭り
家族・地域への願いや、出産・
入学のお祝いなどとともに、平
成最後の花火が上がりました。

８月10日 10月20日

３月21日 ４月27日 ５月29日 ７月６日

９月15日 10月19日

全日本茶豆サミット2019
試食やトークセッション、利き
枝豆選手権など、くろさき茶豆
の理解を深めました。

７月27日

新川ほたる
来年開削200年を迎える新川の
夏の風物詩。優しい光が夏の暑
さを忘れさせます。

８月17日

にしっこはぐくみLINK配信スタート
西区で安心して出産や子育てができる
ように、コミュニケーションアプリ
「LINE（ライン）」で子育て情報を配信
するサービスをスタートしました。

　ことしは複数の場所で、イノシシの出没情報
が寄せられました。
　今号の２面にイノシシやシカに関する記事を
掲載しています。併せてご覧ください。

イノシシ出没！番外編

７月７日
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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）、

29日（日）～１月３日（金）
 　 毎日正午～午後１時30分、19日（木）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、祝休日、30日（月）～

１月３日（金）

● さかじDEナゾトレ ウインターバージョン
日時　 ①12月25日（水）～28日（土）、　

②１月４日（土）・５日（日）午前９
時～午後４時

　　　※①と②で内容が変わります
内容　クイズ
対象　小学生
●ピヨピヨクラブ【水曜】※
12月18日「クリスマス会」
対象　０～２歳未満児と保護者
●うさちゃんクラブ【金曜】※
12月20日 「クリスマス会と測定」
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）

●けん玉道場
日時 12月21日(土)午後２時～３時
対象　小学生
●有明卓球道場
日時 12月21日(土)午後２時～３時
対象　小学生
●こうさくランド 絵馬をつくろう
日時　１月４日（土）午後２時～３時
対象　小学生
参加費　200円（材料代）
●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。１月の成人健康相談

１月 時　間 会　場 栄養
相談 問い合わせ・申し込み

８日（水）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

９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

★ 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）

   １月の１歳誕生歯科健康診査

　直接同館へお越しください。

会　場 対　象
坂井輪健康センター 平成31年１月生まれ

黒埼健康センター 平成30年12月生まれ
と平成31年１月生まれ

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　 １月24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　18日（水）から新潟市役所コール

センター（☎025-243-4894）

１月のフッ化物塗布 要申し込み

11月30日、内野まちづくりセンター
で「お掃除術教室」を開催しました。
　教室には、親子や夫婦など約20人
が参加。講師の坂上照美さんから、窓
や網戸の掃除方法のほか、家族で楽し
みながら行う掃除、子どもがいても安
心に使える洗剤の作り方など、役立つ
掃除方法を教えてもらいました。また、
子どもたちはスプレーボトルをデコ
レーションし、自分の掃除道具を作り
ました。
　実際に網戸の掃除方法を披露する
と、汚れが簡単に落ち、会場からは歓
声も。参加者からは「とても勉強になっ
た」「子どももスプレーでお掃除に興味
を持ってくれそう」との声が聞かれま
した。

　市では、性別にとらわれず誰もが家庭と職場、地域などの活動を両立でき
るように、お互い協力し責任を分かち合える社会の実現を目指しています。
　今号では、西区の男女共同参画地域推進員が企画した「お掃除術教室」の様
子を紹介します。家事をみんなで行うことで団らんの時間を増やせます。年
末の大掃除を家族みんなでしてみませんか。

お家は家族みんなでキレイにしよう
問い合わせ　 西区 地域課 広報・広聴担当

（☎025-264-7180）

家族で掃除方法をまなびました

家族でやってみよう！網戸のお掃除術

①軽い汚れを「吸う」または「払う」
　掃除機で吸う、洗車用ブラシで払う
など、軽い汚れを落とします。掃除機
の場合、新聞紙を裏面に貼っておくこ
とで、吸引力を無駄なく利用できます。

②拭く
　網戸を２枚の水を絞ったタオ
ルに挟んで拭きます。

・ 最初に水拭きをすると汚れが広がり、かえって手間がかかります
・掃除機は網戸がゆがまない程度に軽く押し当ててください

ポイント

イノシシ・シカにご注意
　10月以降、イノシシの足跡や個体などの目撃情報が相次ぎ、11月16
日には上新栄町・真砂の住宅地に出没しました。シカも個体の目撃情報
が寄せられており、11月20日には国道402号を走行していた車と接触
する事故が発生しました。
　イノシシは西区海岸部および佐潟周辺の畑などで、シカは新川以西の
国道402号および沿線の畑で目撃されています。イノシシ・シカと遭遇
した場合は、次の点に気を付けてください。

イノシシ・シカを見かけたら、西区役所区民生活課へご連絡ください。
平日 ☎025-264-7261  休日・夜間 ☎025-268-1000（代表）
※緊急性がある場合はすぐに新潟西警察署へ（☎110）

　大声を出すなどして脅かしてはいけません。また、石を投げたりして
刺激すると逆上して襲ってくることがあるため、大変危険です。

イノシシ・シカに遭遇したら…

イノシシ・シカの特性は？
　イノシシ・シカは、どちらも本来は警戒心が強い動物ですが、一旦な
れると大胆に行動する図太さもあります。また、昼夜を問わず餌を求め
て活動します。

・行動範囲は周囲２~３㌔、時に広がる
・成獣は助走なしで１㍍を飛び超える
・20㌢の高さがあれば隙間を潜り抜ける
・海や川を泳ぐこともできる

イノシシの特性

・昼間は森林域、夜間は農地に出ることが多い
・成獣は助走なしで1.5㍍以上を飛び越える
・ シカの蹄は道路では滑りやすく、機敏に逃げ
ることができない

シカの特性

大きな声を出さない（驚かさない）・攻撃しない

近づかない・ゆっくり行動する
　むやみに近づかず、静かにその場を離れましょう。背中を見せたり、
走って逃げると向かってくることがあるので、ゆっくりと後ずさりしな
がら離れてください。接近が避けられない場合は、逃げ道を明け渡し、
安全な場所に避難してください。

餌を与えると、人なれの原因となり、人の生活圏から去らなくなって
しまう可能性があります。また、餌を取るときに噛みついたりすること
があり危険です。

絶対に餌を与えない
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下水道に油を流さないでください
下水道に油分が多く検出される状況

が続いています。下水道に油が流れる
と、汚水が詰まって宅内やマンホール
から溢れるほか、下水処理ができなく
なります。食器を洗う前にはキッチン
ペーパーで油を拭き取る、店舗では油
水分離槽をこまめに清掃するなど、油
を流さない工夫をお願いします。
問 下水道管理センター施設管理課（☎
025-281-9204）、西部地域下水道
事務所（☎025-370-6372）

新潟市ファミリー・サポート・セ
ンター入会説明会
　子どもの預かりや送迎を行う子育て
支援「ファミサポ」。支援を受けたい人
のほか、支援したい人も登録できま
す。お気軽にお申し込みください。
日１月14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 子育て支援を希望する人、会の内容
を知りたい人 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 同センター（☎025-248-7178）

西区自治協議会提案事業「こどもと
おとなのプログラミング体験会」
日12月28日（土）午前10時～午後４時
場新潟大学工学部内 A314実験室（五十
嵐２の町）

　※公共交通機関をご利用ください
内パソコンや電子基板を使ったプログ
ラミング体験

人小学４年生～６年生と保護者の２人１組
24組（応募多数の場合、抽選）

持筆記用具
申21日（土）までに申し込み
　サイト（右二次元コード）
　から申し込み
問大人向けプログラミング勉強会事務
局（☎025-262-7475）

黒埼地区元旦マラソン
　直接会場へお越しください。
日１月１日（祝）午前10時から（午前９
時30分受付開始）

場黒埼地区総合体育館
コース 1.5㌔、３㌔のいずれかを選択

（荒天の場合、体育館で実施）
問会場（☎025-377-5211）

大人の部活「百人一首を楽しもう」
日１月18日（土）午後３時～５時
場坂井輪地区公民館
内百人一首のいろんな遊び方体験
人高校生以上 先着12人
申電話で坂井輪図書館（☎025-260-3242）

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
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◆ 地域ふれあいサロン「笑いは百薬の
長！落語を楽しもう」

　直接会場へお越しください。
日12月25日（水）午後２時～３時
￥100円（お茶代）

◆小針青山みんなの映画館
　直接会場へお越しください。
日１月７日（火）午後１時30分から
内美女と野獣（113分）
人先着200人

◆ さかいわワンダーランド 見て・考
えて・作って・工夫して遊ぼう

日１月18日（土）午前10時～正午
内フロアカーリング、輪投げ、ほか
人小学生 先着40人（親子での参加可）
申17日（火）から電話またはメールで同
館。メールの場合は、件名に「さかい
わワンダーランド」、住所、氏名、学年、
電話番号を明記。

◆さかいわシネマ上映会
　直接会場へお越しください。

人先着100人

◆ おもしろくってためになる公民館 
親子向け

人小学３年生以上の子どもと保護者 
10組（応募多数の場合、抽選）

￥275円（資料代）
申26日（木）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

◆ 子育てなんでもD
だい じ ょ う ぶ
aijobu ~カフェめ

しd
で
eおしゃべり

日１月31日（金）午前10時～正午
人１歳以上の未就園児の保護者 16人
（応募多数の場合、抽選）
￥700円（軽食代）
申 25日（水）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

うちのクリスマス
　直接会場へお越しください。
日12月22日（日）正午～午後４時
場内野まちづくりセンター
内ワークショップ、コンサート、ほか
問会場（☎025-378-4450）

新潟大学吹奏楽部定期演奏会
日 12月22日（日）午後２時～４時30分
場新潟県民会館（中央区一番堀通町）
￥ 前売り券500円、当日券700円（小学
生以下は無料）

申 電話で同部・小田嶋（☎080-1664-
0876）

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

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

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

新潟脳外科病院 公開講座
日１月18日（土）午前10時～11時
場同院（山田）
内「『人生100年時代』にむけて」「作業
は人を元気にする」

講内山真紀（同院理学療法士）、平島智
子（同院作業療法士）

人先着80人
申電話で会場（☎025-231-5120）

場面緘
かんもく
黙って、なんだろう？

日１月18日（土）午後２時～４時
場ほんぽーと（中央区蒲原町）
内ミニトーク、弾き語り
人先着50人
申メール（lapislazuli_2011@outlook.jp）
または電話で地域活動支援センター
らぴすらずり（☎025-241-1258）

県民介護知識・技術習得講座 ステ
ップアップコース

時間　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 電話で県社会福祉協議会福祉人事課
（☎025-281-5525）

催 し 期日 開始時間 内容

１月12日(日)
10:00 まんが日本昔ばなし
10:55 赤毛のアン
12:45 ローマの休日

2月９日(日)
10:00 まんが日本昔ばなし
10:55 動物短編アニメ３本立て
12:20 横道世之介

期日 時間 内容（全３回）
１月19日

日
13:30～15:30 家計簿・こづかい帳の話

２月16日 13:30～16:30 ボードゲーム
３月１日 13:30～15:30 スティックドミノ

会場 １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

11日（土）10:30～11:0025日（土）
内野
図書館

毎週金曜
（３日、24
日は休み）

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
（１日は
休み） 10:30～11:00

絵本の読み
聞かせ
４日（土）、
15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

年末年始のご案内

●粗大ごみの申込…年内は12月28日（土）まで。年始は１月４日（土）から
　粗大ごみ受付センター（☎025-290-5353）
　日曜・祝休日を除く午前９時～午後５時
●１・２月は「枝葉・草」の収集はありません
　 溜まった枝葉や草は12月中に出してください。ただし、１・２月の期間
でも第４赤塚埋立処分地（☎025-239-2777）に直接持ち込むことはで
きます。

期日 地区・時間など
12月30日（月）まで 家庭ごみ収集カレンダーのとおり

12月31日（火）　
※ 燃やすごみのみ特別収集

坂井輪・西地区 午前９時まで（午前収集地区）
正午まで（午後収集地区）

黒埼地区 午前８時 30分まで
四ツ郷屋地区 午前８時まで

１月１日（祝）～３日（金） 収集休み
１月４日（土）から 家庭ごみ収集カレンダーのとおり

問い合わせ　西区 区民生活課 生活環境係（☎025-264-7261）

●回収品目の出し方
【古紙類】 品目ごとに①新聞（新聞紙、折込チラシ）②段ボール③紙パック④雑誌・

雑がみ類（①～③以外の紙）に分け、ひもでしばって出してください
【古布・古着】 出す前に洗濯をして、透明・半透明の袋に入れるかまとめてひもで

縛って出してください

問い合わせ　市廃棄物対策課（☎025-226-1407）
◆古紙、古布・古着拠点回収

回収場所 品目 回収日時
西区役所、西出張所
※青いのぼりが目印

古紙

毎週土曜 午前９時～正午

アクアパークにいがた
（笠木 3629-1）

毎日 午前 10時～午後５時
※ 毎週水曜（水曜が祝日の場合は翌日）と施設点
検等で臨時休業の場合は、休館日のため回収し
ません
12月31日（火）～１月２日（木）は回収しません

清掃事務所
（小新 2028-1）

古紙
古布
古着

月～金曜 午前９時～午後５時、
土曜 午前 9時～午後 4時（祝休日を除く）
12月29日（日）～１月３日（金）は回収しません

名称 運休期間
区バス（中野小屋ルート）、
佐潟バス、内野上新町バス 12月29日（日）～１月３日（金）

区バス（坂井輪ルート） 12月30日（月）～１月３日（金）

◆ごみ収集

公民館、図書館、西新潟市民会館、黒埼市民会館、坂井輪児童館、有明児
童センター、みどりと森の運動公園体育施設、病時保育室「カンガルー」、
病児保育室「さいせいかい」、地域子育て支援センター「ほほえみ」、佐潟
水鳥・湿地センター、市文化財センター「まいぶんポート」※
※12月28日（土）から休館

◆12月29日（日）～１月３日（金）は休館する施設

◆区バス・住民バスの運休

◆一部開館する施設 休館・休業日
施設名 12/29（日）12/30（月）12/31（火）１/１（祝）１/２（木）１/３（金）

新田清掃センター
（ごみの持ち込み）
☎ 025-263-1416

8:30
～

16:00※
8:30
～
12:00

西総合スポーツセンター
☎ 025-268-6400

9:00～17:00
（プールは10：00から）

9:00～17:00
（プールは10：00から）

黒埼地区総合体育館
☎ 025-377-5211 9:00～17:00 9:00～17:00

アクアパークにいがた
☎ 025-264-6400

10:00
～
22:00

10:00
～
17:00

10:00
～
17:00

青山斎場
☎ 025-266-2370 8:30～17:15 8:30～17:15

※12:15～13：00を除く

１月 内容（全３回）
23日（木）ベット上の移動、車いすの移乗、ほか
24日（金）衣類着脱の介助、排泄介助、ほか
29日（水）寝たままの洗髪、部分浴


