
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。

　西蒲区では、中之口地区から巻駅前まで区バスを運行しています。
　来月からは新たに、普段区バスに乗らない人にも気軽に利用していただけるよう、
当面の間、以下の区間で運賃を初乗り150円から50円に変更することになりました。
　この機会に新しい低床ノンステップバスを体験してみませんか。

巻駅前～神明町～巻高校前～堀山
※巻高校前を経由しない便（下図青線）の
　ワンコイン区間は巻駅前～神明町です

平成31年度シルバーチケットの
登録を開始します

路線バスの運行事業者変更のお知らせ

新運行事業者

　西蒲区バスでは車体ラッピングまたは車内ポスターによる広告を募
集しています。
　詳しくは西蒲区ホームページまたは地域総務課企画・文化スポーツ
グループ（☎0256-72-8194）まで問い合わせてください。～広告掲載を通じ、西蒲区バスの継続運行を支援～

車両広告募集中

朝の通勤・通学などに

ワンコイン運行区間 区バス運行概要
月曜～金曜

150円 ～ 570円

　高齢者おでかけ促進事業「シルバーチケット」の平成31年度事前登録を3月22日
（金）から開始します。
　新潟市では平成29年4月から、65歳以上の市民を対象に、一部の路線バスおよび
区バスの運賃が半額になる「シルバーチケット」を実施しています。
　お手持ちのシルバーチケット参加証の有効期限は、3月末（平成31年3月31日）まで
となっているため、引き続き利用を希望する人は3月22日(金)以降、再度登録をお願い
します。
　シルバーチケットを持っていない人は新規登録が可能です。普段は自家用車で移動
する人も、ぜひこの機会にシルバーチケットを利用してバスでお出かけしてみませんか。

　これまで新潟交通観光バス株式会社が
運行してきた路線バス3路線について、4月
1日から運行事業者が変更される予定で
す。
　経路、運賃、シルバーチケットでの割引な
ど、基本的な運行内容は変わりませんの
で、引き続き安心して路線バスをご利用くだ
さい。

・巻～和納～岩室～間瀬線
・巻～栄町線
・白根～熊谷～曽根線　　 →

ウエスト観光バス株式会社
白根タクシー株式会社、
太陽交通新潟有限会社
（共同運行）

※巻～和納～岩室～間瀬線および巻～栄町線はマイクロバス、白根～熊
　谷～曽根線はジャンボタクシーでの運行となります。その他、回数券の
　取り扱いが変更となります。詳しくは地域総務課企画・文化スポーツグ
　ループ　（☎0256-72-8194）まで問い合わせてください

【登録時に必要なもの】身分証明書（年齢と住所がわかるもの）　
　※平成30年度のシルバーチケット参加証をお持ちの方も必要です
　　お手持ちの参加証を持参されると登録がスムーズです

【取扱窓口】西蒲区役所地域総務課、秋葉区役所地域総務課、
　　　　　南区役所地域総務課
　※利用者ご本人が窓口にお越しください

※平成31年度事業のため、現時点では予定となります

一部区間において
150円から50円に

問い合わせ　
地域総務課企画・文化スポーツグループ
（☎0256-72-8194）
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公共交通まるごとガイド

で　　　ワンコインバスを実施します！
朝の通勤・通学などに

区バス区バス 50円50円

4月1日から

来月、区内の公共交通の時刻表を
掲載した「公共交通まるごとガイド」
を全戸配布します。通勤・通学・お出
かけにぜひ利用してください。

※祝日および12月29日～1月3日を除く

※小学生などは割引あり　※ワンコイン区間は50円

運行日

運　賃

運行経路概要

区バス車両への

3/22(金)～

マイクロバス

こちらから読み取れます

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 57,010人（－48）　世帯数 20,381世帯（＋5）　男 27,585人（－32）　女 29,425人（－16） ※2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

　旧中之口村の小吉地区を舞台
に、地域住民の生活が中ノ口川とと
もに発展してきた歴史をたどるコー
スを案内します。4月のまち歩きでは
桃の花が見頃を迎えているかもしれ
ません。
●まち歩き参加者募集
　4月27日(土)午前9時半～正午
集合・解散場所　中之口農業体験
公園
　先着20人　　　500円
　電話で中之口まち歩きガイドの会
　山田（☎080-6775-4469）へ

　4月17日(水)午前9時10分～午前11時半
集合・解散場所　西川ふれあい公園　　※雨天時は中止
　西川沿いウォーク　行程7.3㎞　
持ち物　飲み物、敷物、帽子、雨具など　
　100円（保険料）
　新潟市運動普及推進協議会西蒲支部　中林（☎090-5319-4642）

《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）

　農産物の生産振興と栽培技術の向上を目的に品評会などを開催し、優
秀者の表彰を行いました。農地管理や出荷状況を総合的に審査して順位
を決めています。受賞者の皆さんをお知らせします。
　　　　　　　　　　　　　　　　　産業観光課（☎0256-72-8417）

　「まち歩き」は魅力ある地域資源に気付くきっかけとなります。まちづくりに興味
を持ってもらう最初の取り組みとしても効果的です。西蒲区自治協議会では、地
域活性化と交流人口の拡大のため、「西蒲区まち歩きガイド養成講座」を中之口
地区と角田地区で開催し、まち歩きガイドの養成を進めてきました。
　今回、受講生たちが中心となり、新たにまち歩きガイドの会を設立しましたので
紹介します。

【こだますいか部門】
1 位：寺嶋　武さん・洋子さん
2 位：横山　道男さん・ゆり子さん　　3位：大越　茂樹さん・栄子さん 
【ひとりじめBonBon部門】
1 位：平原　進一さん・涼子さん
2 位：早見　誉さん・卓さん　　3 位：小川　久一さん・正子さん

西蒲区健康てくてく歩こう会　参加者募集

　「あんでこ～」は角田の言葉で
「歩いて行こう」という意味です。海
と山に囲まれ、高低差のある地形が
魅力的なこの地域を、みんなで歩こ
うという想いを込めて命名しました。
　角田の毒消し売りの物語や、願正
寺、岩屋などの角田の魅力も発信し
ていきます。現在まち歩きを計画中
ですので楽しみにお待ちください。

　角田ガイドの会あんでこ～
（メール　anndekoh@gmail.com）

窓口業務についてのお知らせ
●4月から　区役所および出張所の取り扱い業務を一部変更します
≪変更点≫
①税の証明や収納は区民生活課へ　
　これまで税務センターで行っていた税の証明や収納業務は区民生活課で行
います。なお、4月以降の市・県民税の申告に関する業務は、本庁市民税課で行
います。
②出張所の取扱業務を一部変更
　身体障害者手帳、療育手帳、児童扶養手当など、保健福祉分野の一部の
手続きを区役所健康福祉課に集約します。出張所と区役所の役割分担の明
確化により、市民サービスの充実・強化を図っていきます。

　区民生活課（☎0256-72-8340）、健康福祉課（障がい福祉係：☎
0256-72-8358、児童福祉係：☎0256-72-8389）

●3月31日(日)・4月6日(土)
区役所に「臨時窓口」を開設します
西蒲区での開設場所　
　西蒲区役所（区民生活課、健康福祉課）
　※区内各出張所では臨時窓口を開設しません
開設日時
　3月31日(日)、4月6日(土)　午前8時半～午後5時半
取扱業務
　住民異動届、各種証明書発行など（詳しくは問い合わせてください）

　区民生活課（☎0256-72-8317）、健康福祉課 (☎0256-72-8358)

♡1歳誕生歯科健診
　4月4日(木)午後1時～同30分
　巻地域保健福祉センター
　平成30年4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

♡1歳6カ月児健診
　4月9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9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、1歳6カ月児健
診、3歳児健診の対象者には、個別
に案内を送付しています

♡3歳児健診
　4月16日(火)午後0時45分～1時半
 　巻地域保健福祉センター
　平成27年10月生まれの幼児
持ち物　母子健康手帳、問診票、尿、
フッ化物塗布希望者は1,020円

♡はじめての離乳食（要予約）
　4月22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）
　3月20日(水)～4月20日(土)までに市役
所コールセンター（☎025-243-4894）へ

☎☎☎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

西

0時45分～1時半

　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  健康相談会（要予約）

相談時間

①午後1時半～2時半
②午後2時半～3時半

4月
8日(月)
12日(金)
18日(木)
25日(木)

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

転入・転出などの窓口
手続きに活用を！

平成30年度　農産物の表彰式を開催
西蒲区に新たなまち歩きガイドの会が立ち上がりました!

西蒲区すいか品評会（平成30年9月4日開催）

越王おけさ柿品質共進会（平成31年1月25日開催）

1 位：寺嶋　武さん・洋子さん
2 位：八尾坂　和広さん・華織さん、横山　道男さん・ゆり子さん
3 位：髙杉　健司さん・まり子さん、髙杉　久行さん・ふみ子さん、
　　　山川 力也さん・サツイさん

【第1部門】（経営面積10アール以上70アール未満の部）
1 位：鏑城　忍さん・さだ子さん　
2 位：長澤　誠一さん・美代子さん　3 位：中村　正紀さん・勝子さん
【第2部門】（経営面積70アール以上）
1 位：上原　マチ子さん　
2 位：渡邉　晃博さん・唱子さん　3 位：藤田　高史さん・慶子さん

西蒲区砂丘地やわ肌ねぎ共進会（平成31年1月22日開催）

【中之口まち歩きガイドの会】 【角田ガイドの会あんでこ～　】

1 位：坂田　正幸さん・かづ子さん
2 位：小林　一好さん・由美子さん、齋藤　辰一さん・照子さん
3 位：山賀　司さん・由美さん、小林　松男さん・由里子さん、
　　　大澤　鉄夫さん・京さん

西蒲区いちじく品評会（平成31年2月5日開催）

 に  し  か  ん  22 平成 31年 3月17日



《広告欄》

●おおきくなったね「手形・足形アート」
　1年の思い出に親子の手形・足形を取っ
て、かわいい動物などにアレンジしてみま
せんか。
　3月19 日(火)・20日(水)午前10時半～
11時半
●赤ちゃん広場「親子ふれあい遊び」
　3月26日(火)午後2時～3時
持ち物　バスタオル、飲み物、母子健康手帳
その他　発育測定も開催。手形・足形が
取れるかわいい発育ノートもあります。
●フリーマーケット（出店者募集）
　4月20日(土)午前9時半～11時半
出店品　子ども服、おもちゃ、育児用品、
マタニティーなど子育てに関する物
　先着20店舗
その他　午前中の自由遊びの場所はあり
ません。
　4月2日(火)から18日(木)までに電話で
同センターへ

　3月28日(木)午前と4月4日（木）午前は
休館します。
●大きくなったねの会
　かのんさんによるコンサートを行います。
　3月20日(水)午前10時半～

●発育測定
　あす18日(月)･19日(火)随時
●お誕生会
　3月20日(水)午前10時45分～11時
　3月生まれのお子さんは電話で同セン
ターへ
●大きくなったねの会
　一緒に過ごした子どもたちの成長を喜
び、楽しいひとときを過ごしましょう。
　3月26日(火)午前10時半～11時

　3月25日～4月5日の月・水・金曜は、
小学生以上は午後からの利用となります。
各種行事の詳細は、ホームページで確認

してください。
●卒館・進級式
　3月20日(水)午前10時半～
　電話で同館へ
●お楽しみ会
　平成最後のお楽しみ会です。
　3月27日(水)午後2時～
その他　同会でしたい企画を募集中です。

　有害鳥獣駆除を実施しますので、事故防
止および安全確保にご協力ください。
　4月7日・14日・21日(いずれも日曜)
午前6時～8時
捕獲区域　西川地区農耕地一円
捕獲方法　銃器による駆除
　産業観光課農業振興グループ
（☎0256-72-8407）

　高齢者の豊かな技能や知識を生かし、親
切・丁寧に仕事に取り組むことにより地域
社会へ貢献しませんか。
■入会説明会
　毎月第2水曜　午前9時半～
　同センター　西蒲事務所（巻ふれあい福
祉センター内）
　60歳以上の健康な人
　同センター　本部事務所
（☎025-241-3541）

　2019年4月～2020年3月（毎月第2土
曜）午後1時半～3時
　漆山公民館
講師　佐藤等さん(NHK生涯学習センター
講師)
　先着30人
持ち物　デジタルカメラ、筆記用具
　電話で漆山公民館（☎0256-73-2660）へ

■岩室健康クラブ
 2019年4月～2020年3月（毎月第1・3
水曜、全22回）午後1時半～3時
※4月は第3水曜のみ
　リズムエクササイズなど
　成人　先着30人
　2,500円（全22回分）
■親子のふれあいストレッチ教室
 2019年5月9日～7月11日（毎週木曜、
全10回）午前10時～同45分
　生後3ヵ月～2歳の乳幼児とその母親
先着10組
　1組につき1回500円
■はじめてのヨガ教室

　2019年4月19日～6月28日（毎週金
曜　全10回）午前10時～11時
　50歳以上の人　先着20人
　1回600円
■各教室共通
　同館
　3月19日（火）午前10時から電話で同
館（☎0256-78-8705）へ

　「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）

　3月21日(祝)午後2時～4時
（開場:午後1時半）
　巻文化会館
出演　トリオ・ベルガルモ：庄司愛さん（バイ
オリン）、渋谷陽子さん（チェロ）、石井朋子
さん（ピアノ）
演目　メンデルスゾーン「春の歌」、ラヴェ
ル「ピアノ三重奏曲」、シューベルト名曲集
ほか
　前売り500円（当日600円）※高校生以
下、障がいのある人と付き添いの人は無料
　巻地区まちづくり協議会
（☎0256-72-8736）

　小学生と保護者による金管ブラスバンド
コンサートを開催します。
　3月24日(日)午前10時～正午
　中之口地区公民館

出演　中之口ジュニアブラス with OAPS
持ち物　内履き
　中之口ジュニアブラス with OAPS　大澤 
(☎090-9803-5950)

　3月24日(日)～3月31日(日)午前10時
～午後5時
　角田山自然館
その他　3月24日は先着100人に雪割草
をプレゼント
　じょんのび館(☎0256-72-4126)

　自宅で手軽に行える体操やミニ講話で、
一緒に健康を保つ秘訣を身につけましょ
う。
　4月9日～6月18日（隔週火曜、全6回）午
後3時～4時半
　同病院
　体操、栄養･脳･体に関するミニ講話
　おおむね65歳以上で移動、身の回りのこ
とが自立している人　先着10人
　500円（全6回分）
　3月29日(金)までに直接同病院
(☎0256-72-3111)へ

　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
　4月11日(木)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）

催　し催　し催　し

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

お知らせお知らせお知らせ
有害鳥獣駆除を実施

新潟市シルバー人材センター会員募集

初心者カメラ講座　受講生募集

岩室体育館　教室事業参加者募集

募　集募　集募　集

4月の【西蒲区下水道なんでも相談室】

相　談相　談相　談

春の音楽会

からだ測定！運動教室

角田山野草写真展

新潟西蒲メディカルセンター病院
西蒲おたっしゃ教室

10周年　6年生卒業スプリングコンサート

さくらんぼ
025-375-5690

なかのくち子育て支援センター
問

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

平成30年度　第11回西蒲区自治協議会
　2月25日、巻地区公民館で、第11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次期西蒲区自治協議会委員について
②新潟市総合ハザードマップについて
※詳しくは、西蒲区ホームページをご覧ください
■次回開催
　3月25日（月）午後から　  巻地区公民館　  地域総務課（☎0256-72-8143）

～西蒲区内で活動するスポーツ少年団を紹介します～
●巻柔友会

Vol.5

●活動日時
　火・木曜：午後7時
　　　　　～8時40分
●場　所　巻西中学校
●連絡先
　事務局　小柳　健也
（☎090-1112-7168）

～西蒲区内で活動するスポーツ少年団を紹介します～西蒲区内で活動するスポ ツ少年団を紹介します
キラリ★にしかんキッズ

　昭和58年に活動を開始した現在西蒲区内唯一の柔道団体です。
　競技力向上に励み、昨年は県優勝者を含む県大会入賞４名を排出する成果を
得ました。勝つことだけでなく、柔道を通じて人間力向上と礼儀の習得、目標に向
かい努力する力、自ら考え行動する力、周囲との協調性の体得を目指しています。

●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

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

休日救急当番医 ● 3 月 1 7日～ 4月 7日
【診療時間】日曜日・祝日の午前９時～午後５時外科系

 3月 17日 松村醫院････････････････巻地区 ☎0256-72-1151
  21日 しらいし整形外科クリニック ･･･燕市（燕地区） ☎0256-61-0550
  24日 しまがきクリニック ･･･････巻地区 ☎0256-73-1312
  31日 はすいけ整形外科････････燕市（燕地区） ☎0256-47-6688
4月　 7日 県立吉田病院 ･･･････････燕市（吉田地区） ☎0256-92-5111

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9期

※期限内の納入をお願いします
●納期限　4月1日（月）

会場 時間4月
9（火）
23（火）

中之口出張所
西蒲区役所

午後2時
～4時半
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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


