
65歳以上の市民の方は「シルバーチケット」の登録で、区内バス運賃が半額になります。地域総務課にて受け付け中です。
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　市では、学校が地域に開かれ、地域と共に歩むことができるように、地域のネットワークづくりや協働事業などを推進
し、学・社・民※1の融合による教育を進めています。そのために、全ての学校に「地域教育コーディネーター」を配置し、
学校と社会教育施設や地域活動を結ぶネットワークづくり、地域人材の教育活動への参画、学びの拠点づくり、またそ
の成果の発信などに取り組んでいます。
　今回は西蒲区にあるすべての小中学校および特別支援学校のパートナーシップ事業をご紹介します。
※1　「学」は学校、「社」は公民館や図書館などの社会教育施設、「民」は地域住民、家庭、地域の諸団体や企業です

　「サツマイモ栽培活動」
　学習ボランティアやふれ
あいスタッフと一緒に全校
児童で育てました。

岩室小学校

「潟東かもん！カモねぎまつり」
　「ねぎ焼き」をコミ協と一
緒に取り組んでいます。地域
との関わりを学びました。

潟東小学校

「農業体験公園で大豆栽培」
　打ち豆にして地域の方と
煮菜を作り、郷土の食文化を
学びました。

中之口東小学校

　　「澤将監の館見学」
　治水技術や地域への貢献
で大庄屋となった澤将監の
業績を学びました。

中之口西小学校

　「学校田で稲の収穫体験」
　文化祭で募金活動を行
い、収穫したお米を、お礼とし
て配りました。

越前小学校

　「最新式の農業を学ぶ」
　最先端の農業施設の見学
を通して、これからの農業の
在り方と工夫を学びました。

松野尾小学校

「和納ふれ愛の日ウォークラリー」
　学区内の名所旧跡を巡
りながら、地域の方と触れ
合い、絆を深めました。

和納小学校

　西川祭りの傘ぼこ作り」
　傘ぼこの人形を作り、西
川祭りの越後傘ぼこ行列に
参加しました。

曽根小学校

　　　「校外学習」
　巻南小応援隊の皆さん
から引率補助をしていただ
き安全に学習を深めていま
す。

巻南小学校
小学校

「漆山のお宝を発見しよう」
　子どもたちに知っていて
ほしい地域のことを手作り
の紙芝居で学びました。

漆山小学校

「巻の特産物の名物づくり」
　巻商工会の方からお話
を聞き、地域の特産物の商
品化を考えました。

巻北小学校

「岩室リハビリテーション病院交流会」
　有志のボランティア63人
で訪問し、歌や踊りで患者
さんと交流しました。

岩室中学校

　　「傘ぼこ行列参加」
　美術部が制作した人形
を乗せて、西川まつり傘ぼ
こ行列に参加しました。

西川中学校

「そら野テラスとの地域活性化」
　地域の活性を願い、ライ
スバーガーの商品開発に
取り組みました。

鎧郷小学校

「小学校へボランティア」
　潟東小学校文化祭の
ワークショップ（折り紙教室）
のボランティアに参加しまし
た。

潟東中学校

　　「地域役立ち隊」
　農園や事業所、福祉施
設などを訪れ、ボランティア
活動を行いました。

中之口中学校

　　　「防災教室」
　避難所運営ゲームで地
域の方と共に考え、地域防
災について学びました。

巻東中学校

「吹奏楽部の巻大祭への参加」
　地域の方に演奏を披露
しました。大勢の方に喜ん
でもらえました。

巻西中学校

　「さつま芋の収穫体験」
　栽培から収穫・調理ま
で、充実した活動になりまし
た。

西特別支援学校

　　　「そら豆学習」
　「ポテトの会」の皆さんか
ら、そら豆むきを教えていただ
き、「自分たちも栽培したい！」
という意欲が高まりました。

升潟小学校

問い合わせ　西蒲区教育支援センター（☎0256-72-8560）

　市では、学校が地域に開かれ、地域と共に歩むことができるように、地域のネットワークづくりや協働事業などを推進

地域と学校パートナーシップ事業を紹介します地域と学校パートナーシップ事業を紹介します
学校が元気に、地域が元気に、そして子どもが元気に!

豊かな自然
豊かなこころ
西蒲区

豊かな自然環境や観光資源に恵まれた、人と人が温かくふれあうまち
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● 西蒲区データ　　人口 57,143人（－35）　世帯数 20,372世帯（0）　男 27,670人（－22）　女 29,473人（－13） ※12月末現在の住民基本台帳。
　カッコは前月末比



＝日時　日 ＝参加費（記載のないものは無料）￥ ＝申し込み（記載のないものは申し込み不要。当日直接会場へ）　申＝会場　場 ＝内容　内 ＝対象・定員　人 問＝問い合わせ

　介護保険施設で認知症の方とコミュニケーションをとりながら、認知症
の方と接する楽しさを学んでみませんか。

　①1月26日(土)、②2月6日(水)いずれも午前10時～午後4時（予定）
　岩室地区内の高齢者施設
　区内在住または在勤の人で、認知症サポーター
養成講座の受講修了者　各回先着5人
持ち物　昼食
　あす21日(月)から24日(木)までに電話で健康
福祉課高齢介護係（☎0256-72-8362）へ

　子どもたちに手作りの食事や団らんの場を提供する「子ども食堂」が全
国で展開されています。地域の子どもたちの居場所づくりについて話を聞
いてみませんか。

　3月21日(祝)午前10時半～11時45分
　巻地域保健福祉センター
講師　栗林知絵子さん（豊島子どもWAKUWAKU
ネットワーク　理事長）
　先着120人
　あす21日(月)から電話で健康福祉課地域福祉係
（☎0256-72-8345）へ

《広告欄》西蒲区役所ホームページに掲載するバナー広告を募集中！　　地域総務課（☎0256-72-8179）

♡1歳6カ月児健診
　2月5日(火)午後0時45分～1時半
　巻地域保健福祉センター
　平成29年7月生まれの幼児
持ち物　母子健康手帳、問診票、フッ
化物塗布希望者は1,020円

♡1歳誕生歯科健診
　2月7日(木)午後1時～同30分
　巻地域保健福祉センター
　平成30年2月生まれの幼児
持ち物　母子健康手帳、問診票、フッ
化物塗布希望者は1,020円
その他　ブックスタート事業を同時に
開催

♡はじめての離乳食（要予約）
　2月25日(月)午後1時半～2時半（受
付：午後1時15分～）
　巻地域保健福祉センター
　離乳食のはじめ方・進め方・試食、体
重測定（希望の人）
　生後5～6カ月の乳児の保護者　先
着20人
持ち物　母子健康手帳、バスタオル
（赤ちゃん連れの場合）
　1月23日(水)～2月23日(土)までに市役
所コールセンター（☎025-243-4894）へ

※1歳6カ月児健診、1歳誕生歯科健
診の対象者には、個別に案内を送付
しています

☎☎☎0256-72-83720256-72-83720256-72-8372健康福祉課健康増進係健康福祉課健康増進係
母子保健だより母子保健だより母子保健だより
問

要予約）
時半～2時半（受

　2月25日～3月18日（毎週月曜、全4回）午前10時～正午
　巻地域保健福祉センター
　平成30年10～12月生まれの赤ちゃん（第1子）とその母親 先着20組
その他 講座は、ＢＰ認定ファシリテーターが進行します。
　電話で健康福祉課児童福祉係（☎0256-72-8389）へ

　子育てをひとりで頑張りすぎていませんか。このプログ
ラムは、初めて赤ちゃんを育てるお母さんを対象とした講
座です。子育ての疑問や困ったことなど、参加したお母さ
ん同士で話し合い、楽しく子育てについて学び、親子の絆
を深めましょう。

ませんか こ プ グ

赤ちゃんがきた!赤ちゃんがきた!親子の絆づくりプログラム

平成30年度新潟市初めての子育て支援事業

ま
ち
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巻北ひまわりクラブ　サイチョが訪問
　12月26日、巻北ひまわりクラブに新潟市ごみ減量推進キャラクターの
サイチョが訪問し、子どもたちとの交流を行いました。
　交流会では、アニメやクイズを通して、ごみの分別について学んだほ
か、サイチョとの記念撮影や握手会も催され、子どもたちはとても嬉しそ
うにサイチョとの触れ合いを楽しんでいました。

人形劇で還付金詐欺の防止を
　12月19日、還付金詐欺の実例を紹介する人形劇が岩室健康
センターで開催されました。人形劇を演じたのは、岩室地域で活
動を続けている人形劇団「ぷりんプリン」の有志たちで、脚本は、
劇団から相談を受けた西蒲警察署が作成しました。観覧に訪れ
た自主活動グループ「生きいき会」のメンバーなど20人は、臨場
感のある人形劇を楽しみながら、詐欺被害を防ぐための方法など
を学びました。
　人形劇終了後は、岩室駐在所の袖山巡査部長が詐欺の電話
や交通事故について注意を呼びかけたほか、西蒲警察署の吉田
署長も「詐欺の件数は増えているので、大事なお金を取られない
よう注意してください」と話していました。

平成30年度　第9回西蒲区自治協議会
　12月20日、巻地区公民館で、第9回西蒲区自治協議会が開催されました。
主な内容は次のとおりです。
①平成31年度　特色ある区づくり事業について

※詳しくは、西蒲区ホームページをご覧ください
■次回開催
　1月28日(月)午後から　　　巻地区公民館　
　地域総務課（☎0256-72-8143）

平成30年度 西蒲区まちづくり懇談会を開催
　11月30日、区長が地域の皆さんと直接話し
合う「西蒲区まちづくり懇談会」が巻地域保健
福祉センターで開催され、日頃から地域課題
の解決に取り組んでいる地域コミュニティ協議
会から約60人が参加しました。
　懇談会では、最初に鈴木区長が「西蒲区の
まちづくり」をテーマにあいさつ。今後も地域の
歴史と文化を大切にしながら、区の新しい未来
に向かって進んでいくことへの思いを語るとと
もに、人口減少・少子高齢化などの区の現状
や、今後取り組んでいく区づくり事業などにつ
いて話をしました。

　その後の意見交換では、鈴木区
長と地域コミュニティ協議会の皆さ
んとの間で、区の基幹産業である農
業の未来についてや、商店街の空
き店舗の活用、交流人口の拡大に
向けた取り組みなど、さまざまな意
見が交わされました。

講演会「広がれ、子ども食堂の輪」

「にしかんオレンジパートナー養成研修」

平成30年度 西蒲区特色ある区づくり事業　いきいきお達者プロジェクト

受講生募集

 に  し  か  ん  22 平成 31年 1月20日



《広告欄》

　糖尿病をはじめ、高血圧や脂質異常症などの生活習慣病は、知らない間
に血管を傷つけ、脳卒中や心臓病など大きな病気の原因になります。生活習
慣病の知識を深め、病気知らずの健康なカラダづくりを目指しましょう！

　①2月13日(水)、②2月28日(木)
　いずれも午後1時半～3時半（全2回）
　巻地域保健福祉センター

●作って遊ぼう「鬼のお面」
　オリジナルの鬼のお面を作ります。
　1月29日(火)・30日(水)①午前10時半
～午後1時半、②午後2時半～3時半　
※30日は①のみ
●豆まきごっこ
　自分の心の鬼を退治しましょう。
　2月1日(金)午前10時45分～11時15
分

●作って遊ぼう
　鬼のお面を作ります。
　あす21日(月)･22日(火)随時
●お誕生会
　1月24日(木)午前10時半～
●コアラの豆まき会
　2月1日(金)午前10時半～

●豆まきグッズ制作
　1月21日(月)・22日(火)①午前10時半
～11時、②午後2時～3時
●ヨガ教室
　1月28日(月)午後2時～同30分
講師　渡辺佳子さん（ヨガインストラク
ター）
　1月25日(金)までに直接または電話で同
館へ
●豆まき
　作ったお面をつけて一緒に楽しみましょう。
　2月1日(金)午前10時半～11時

　各種行事の詳細は、ホームページでご
確認ください。
●０ちゃんタイム＆発育測定
　今月のお昼寝アートは「かまくら」です。
手作りおもちゃも作ります。
　1月30日(水)午前10時半～
（お昼寝アートは9時半～）

その他　発育測定も開催（午前10時～正
午）
●福まき
　今年の干支、亥年生まれの人が福まき
をします。
　2月3日(日)午後2時～

　降雪時は道路状況によって家庭ごみの
収集に遅れが生じる場合がありますので、
ご理解をお願いします。
　積雪時には、ごみ集積場周りの除雪に
地域の皆さまのご協力をお願いします。
　環境部廃棄物対策課（☎025-226-1403）

　労働者（パート、アルバイトを含む）を1
人でも雇用している事業主は労働保険
（労災・雇用保険）に加入しなければなりま
せん。労働保険の加入手続きを行ってい
ない事業主は、管轄の労働基準監督署ま
たは公共職業安定所（ハローワーク）で加
入手続きを行ってください。
　新潟労働局（☎025-288-3502）
新潟労働基準監督署（☎025-288-3571）
ハローワーク新潟（☎025-280-8609）

業務内容　①女性相談業務、②発達心理
相談員、③自動車運転員、④「澤将監の
館」施設管理
募集人員　各1人
採用試験日　2月14日(木)
　あす21日(月)から2月5日(火)までに申
込用紙を郵送で地域総務課（西蒲区巻甲
2690番地1）へ
※申込用紙は市役所本館案内、各区地域
総務課（または総務課）、各出張所、市ホー
ムページであす21日から配布･掲載
※2月5日消印有効
　地域総務課(☎0256-72-8129)

　「公共下水道」や「公設浄化槽」につい
て、気軽にご相談ください。

　西部地域下水道事務所南下水道推進室
（☎025-372-6661）

　図書館員おすすめの本が2冊入っていま
す。中身は借りてからのお楽しみです。
　開催中～2月5日(火)
　同館
　潟東図書館（☎0256-70-5141）

　2月3 日(日)午前8時半～午後4時
　巻体育館
参加資格　西蒲区在住または在勤の人で
構成するチーム
チーム編成　男女各2人ずつの男女混合
チーム（男性は2人まで、女性のみでも可）
で、1チーム監督1人、選手8人以内（監督
は選手を兼ねても可）
　1チーム2,000円
　1月28日(月)まで申込書を巻地区スポー
ツ振興会事務局(☎0256-72-8194)へ
※申込書は地域総務課企画･文化スポー
ツグループで配布しています

　体組成測定、血管年齢測定などを行い
ます。理学療法士による運動の時間もあり
ます。※からだ測定、運動タイム、どちらか
のみの参加も可能です
　2月6日(水)午前9時半～11時半
※運動タイムは午前10時～11時
　巻地域保健福祉センター
講師　まき福祉会　矢貴秀雄さん（理学
療法士）

持ち物　運動靴、飲み物　
※運動タイム参加者のみ
　健康福祉課健康増進係
（☎0256-72-8380）

　心の仕組みと機能を知って、心の整理
の方法やコミュニケーションの取り方に役
立ててみませんか。
　3月2日(土)･16日(土)いずれも午前9
時～12時半(全2回)
　角田地区コミュニティセンター
　先着10人
　1,500円（テキスト代含む）
持ち物　筆記用具、ノート
　午後4時以降に電話で修学堂
（☎0256-82-1684）へ

　 “ごみ減量アイディア”募集中
　現在募集中の“簡単にできるごみ減
量アイディア”は、応募期間を2月4日
(月)まで延長します。
※応募者全員に記念品（図書カード
500円分）をプレゼント
　応募用紙（区民生活課･西蒲区内出
張所に設置）に記入し、直接持参してく
ださい
　区民生活課生活環境係
（☎0256-72-8312）

さくらんぼ
025-375-5690

なかのくち子育て支援センター
問

お知らせお知らせお知らせ
催　し催　し催　し

相　談相　談相　談

お知らせ版
＝日時　 ＝会場　 ＝内容　 ＝対象・定員　
＝参加費（記載のないものは無料）
＝申し込み（記載のないものは申し込み不要。当日直接会場へ）　

日
￥
申

問
場 内 人

＝問い合わせ

子育て子育て子育て
ころころ広場 巻子育て支援センター巻子育て支援センター
0256-72-6240（どんぐりの舎）問

ぽかぽかコアラ
0256-82-2900

岩室子育て支援センター
問

0256-82-2169
岩室地域児童館

問

あそびの山

ごみ集積場の除雪にご協力ください

講座「心のつくりとその働き」

労働保険加入について

2月の【西蒲区下水道なんでも相談室】

募　集募　集募　集
西蒲区役所 (平成31年4月採用予定)
非常勤職員を募集

潟東図書館　本の福袋2019

休日救急当番医 ● 1 月 2 0日～ 2月 3日
【診療時間】日曜日・祝日の午前９時～午後５時外科系

●西蒲原地区休日夜間急患センター（巻地区 ☎0256-72-5499）

【診療時間】内科・小児科：日曜日・祝日の午前9時～午後5時と
毎日（夜間）午後7時～１０時

歯　　　 科：日曜日・祝日の午前9時～午後5時

内　科
小児科
歯　科

 1月 20日 新潟白根総合病院 ･･･････南区（白根地区） ☎025-372-2191
  27日 本間医院 ･･･････････････燕市（分水地区） ☎0256-98-2350
 2月 3日 県立吉田病院 ･･･････････燕市（吉田地区） ☎0256-92-5111

受付時間は原則、診療終了時間の30分前までとなります。

※新潟市急患診療センター（中央区紫竹山：☎025-246-1199）では、午後１０時
以降も内科・小児科の診療を行っています

　保健師・栄養士が個別で健康相談に応じます。体脂肪測定、血圧測定、
生活習慣病予防のためのアドバイス
　各相談日の前日までに、電話で巻地域保健福祉センター
（☎0256-72-7100）へ

あなたのまちの保健室  定例日健康相談

相談時間

①午後1時半～2時半
②午後2時半～3時半

2月 相談会場
8日(金)
12日(火)
15日(金)
21日(木)

岩室健康センター
西川健康センター
巻地域保健福祉センター
潟東健康センター

学んでみよう「血管のまもり方」

内　容 講　師

•生活習慣病予防の取り組みと
　各種検査値について
•運動について、簡単ストレッチ

•歯の健康について
•食事バランスについて

•平澤貴典さん（歯科医師）
•健康福祉課 管理栄養士

•健康福祉課 保健師
•高島善史さん
　（健康運動指導士）

※参加者は、各回の午後1時～同30分に無料で体組成測定・血管年齢測定
　などが出来ます
　先着40 人
持ち物 動きやすい服装、内履き、タオル、飲み物、筆記用具、前回受けた健
　　　　診の結果（持っている場合）
　2月8日(金)までに電話で健康福祉課健康増進係（☎0256-72-8380）へ

①

②

会場 時間2月
12（火）
26（火）

西蒲区役所
岩室出張所

午後2時半
～4時半

今月の納税等

納税は便利な口座振替で！

国民健康保険料・・・・・・・第7期
市・県民税・・・・・・・・・・第4期

※期限内の納入をお願いします
●納期限　1月31日（木）

巻地区スポーツ振興会事業
4人制ソフトバレーボール大会

からだ測定！運動教室

平成 31年 1月20日  に  し  か  ん  33

問い合わせ・申し込みの際は、電話番号のかけ間違いがないようご注意ください。　はにいがた未来ポイント


