
「西蒲区のコミ協の地域活動」「西蒲区のコミ協の地域活動」

参加しよう!

　西蒲区の9つのコミ協では、それぞれのコミ協ごとに「地域福祉」や「防災・防
犯」、「青少年の育成」などさまざまな活動をしています。その一部をご紹介します。

　地域コミュニティ協議会(以下「コミ協」)は、市と協働して地
域のまちづくりやその他の地域の課題に取り組んでいる組織
です。
　皆さんがよく知っている自治会・町内会を中心に、PTA、青
少年育成協議会、老人クラブ、婦人会、民生・児童委員協議会
など地域のさまざまな団体で構成されています。
　コミ協の活動は地域の人たちのための活動です。安心・安
全な温かいまちづくりのためにコミ協の活動に参加しましょう。

　小学校区または中学校区を単位とする任意の自治組織です。各自治
会・町内会を中心に、学区内の諸団体で構成され、学区全体の住民の交
流や自治会単位では対応が難しい広域的な課題に取り組んでいます。

○主な活動
▶鯛の盆
▶鯛の宵
▶まちづくり・
だがしや楽校
▶まちづくり
音楽講座
▶放課後学習
支援事業
　　　　　など

所在地　西蒲区巻甲2690-1（西蒲区役所内）
☎0256-72-8736

巻地区まちづくり協議会
まちづくり・だがしや楽校 ○主な活動

▶漆山地域健康
づくり事業
▶漆山地域文化
伝承・保存事業
▶そば打ち講習
会　
▶子供の見守り
活動推進事業　
　　　　　 など

所在地　西蒲区馬堀6001-56（漆山公民館内）
☎0256-73-2660

漆山地域コミュニティ協議会
子どもの見守り活動推進事業 ○主な活動

▶米百俵関連事
業
▶地域の史跡を
活かした角田山
麓・北國街道の
観光事業
▶健康づくり教
室
　　　　 　など

所在地　西蒲区鷲ノ木1633-9（峰岡公民館内）
☎0256-73-4055

峰岡地区コミュニティ協議会
健康づくり教室（栄養講座）

○主な活動
▶上堰潟公園田
舟運航
▶松野尾地域七
夕コンサート
▶知と技と運の
競技会
　　　　　など

所在地　西蒲区松野尾2852-3
☎0256-78-8893

松野尾地域コミュニティ協議会
知と技と運の競技会 ○主な活動

▶浜メグリや浜
の駅
▶海上すもう大
会
▶恋する灯台in
角田浜
▶地域を花で飾
り隊
　　　　　 など

所在地　西蒲区角田浜1815-1
☎0256-78-8822

角田地区コミュニティ協議会
浜の駅 ○主な活動

▶傘ぼこ人形製
作後継者の育成
▶緑の音楽開催
事業
▶田んぼサッカー
大会の開催　　
　　 　     など

所在地　西蒲区旗屋701-2
☎0256-88-5900

西川地域コミュニティ協議会
傘ぼこ人形製作後継者の育成

○主な活動
▶矢川灯籠流し
▶蛍と野外コン
サート
▶岩室地区少年
の主張発表会
▶音楽に親しむ
事業　　　
　　　　　 など

所在地　西蒲区西中860（岩室地区公民館内）
☎0256-72-8840（岩室地区公民館内）

岩室地域コミュニティ協議会
キッズダンスフェスティバル in 間瀬 ○主な活動

▶どろんこカップ
▶かもん！カモね
ぎまつり
▶潟東地区将棋
大会
　　　　　 など

所在地　西蒲区三方1（潟東農村環境改善センター内）
☎0256-86-3123

潟東地域コミュニティ協議会
どろんこカップ ○主な活動

▶春季一斉清掃
▶中之口地区元
旦マラソン
▶中之口地区納
涼まつり
    　　　　など

所在地　西蒲区中之口626
☎025-201-9399

中之口地区コミュニティ協議会
春季一斉清掃

地域総務課地域・安心安全グループ（☎0256-72-8156）

※順不同

参加しよう参加しよう

地域コミュニティ協議会地域コミュニティ協議会

どの組織でも、主体となって
活動しているのは住民の皆さんです

地域コミュニティ協議会とは

地域コミュニティ協議会地域コミュニティ協議会ってなんだろう?

たくさんの人が地域のために
いろいろな活動をしてくれているんだね！

 【具体的な活動事例】
・地域での見守り活動
・健康づくり事業
・環境美化活動　など

自治会
町内会

民生・
児童委員
協議会

青少年育成
協議会PTA

区自治
協議会

協　働

す

・各種実務研修
・補助金支援
・情報発信
　　　　　など

区役所

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
【編集・発行】新潟市西蒲区役所　地域総務課
〒953-8666
新潟市西蒲区巻甲2690番地1
電話 0256-73-1000（代表）
FAX  0256-72-6022
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毎月第1・3日曜日発行 ≪ 西蒲区ホームページ ≫
8月4日

http://www.city.niigata.lg.jp/nishikan/

● 西蒲区データ　　人口 56,711人（－38）　世帯数 20,497世帯（＋16）　男 27,476人（－5）　女 29,235人（－33） ※6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

《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）

　市役所コールセンター（☎025-243-4894）へ 
※受付時間：午前8時～午後9時
予約受付は、予約開始日から検診日2日前までです。
定員になり次第締め切ります。
　健康福祉課健康増進係(☎0256-72-8380)

乳がん検診（要予約）のご案内

期　日

9月 8日(日) 8月 4日(日)

会　場

巻地域保健福祉センター

予約開始日

　地元小学生の皆さんと一緒に苗
を植えたサフィニアが、8月10日頃か
ら見頃を迎えます。ピンク色のハート
型花壇の周りには約6,300本のヒマ
ワリも併せて開花する予定です。夏
の青空、角田山の緑、そしてサフィニ
アのピンクとひまわりの黄色で彩る
夏色の景色をぜひご覧ください。

　建設課管理まちづくりグループ
（☎0256-72-8570）

　潟東地区の名物イベントである「どろんこカップ」は、田んぼの中でバレー
ボールやどろんこフラッグなどを行うイベントです。この他にも、楽しい催し物が
盛りだくさんです。皆さんのお越しをお待ちしています。

※「どろんこカップフォトコンテスト」も同時開催。当日は潟東ゆう学館は休館
　潟東おまつり広場実行委員会事務局
（潟東地域コミュニティ協議会内　☎0256-86-3123）

　9月13日(金)午前9時45分～午後1時（受付時間　午前9時半～）
　巻地域保健福祉センター
　①ミニ講話「みんなで楽しくハハハの歯」、
②調理実習(食推考案メニュー)
メニュー　古代米入りご飯、青じそ入りソー
セージ、簡単茶碗蒸し、キャベツの胡麻和え
※メニューは変更になる場合があります
　先着20人　　持ち物　エプロン、三角巾
　400円(調理材料費)
　電話で健康福祉課健康増進係
(☎0256-72-8380)へ

♡3歳児健診
　8月20日(火)（受付：午後0時45分
～1時半）
　巻地域保健福祉センター
　平成28年2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

♡妊婦歯科健診
　8月21日(水)（受付：午後1時～同
45分）
　巻地域保健福祉センター
持ち物　母子健康手帳

♡育児相談会
　8月27日(火)（受付：午前9時半～
11時）
　巻地域保健福祉センター
　個別相談、体重測定、栄養相談、歯
科相談
　乳幼児の保護者
持ち物　母子健康手帳

♡ぱくぱく幼児食講習会（要予約）
　9月4日(水)午前10時～11時半
（受付：午前9時40分～）
　巻地域保健福祉センター
　幼児期の食生活について、幼児食
作りのポイント・試食
　１歳6カ月くらいの幼児の保護者　
先着15人
持ち物　母子健康手帳
その他　保育有り（要申し込み、先着順）
　8月7日(水)～29日(木)までに健康福
祉課健康増進係（☎0256-72-8372）へ

♡ステップ離乳食（要予約）
　9月2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
　離乳食の相談と情報交換、離乳食
2回食・3回食の進め方、離乳食の試
食、体重測定（希望の人）
　生後6カ月以上で2回食・3回食に進
もうとしている乳児の保護者先着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）、らくらく離乳
食ガイドブック（持っている場合）
　8月7日(水)から市役所コールセン
ター（☎025-243-4894）へ
※3歳児健診の対象者には、個別に
案内を送付しています

☎☎☎0256-72-83720256-72-8370256-72-8372
健康福祉課健康増進係
母子保健だより母子保健だより
問

受付：午後0時時45分

♡ぱく
　9月
（受付
巻地巻地
　幼児
作りの
　１歳
先着
持ち物

222
康増進係康増進係
だよよだよりりりり

「ちょいしおレシピ」

健康増進普及講習会

これからが見頃です
　潟東地区の大曽根自
治会が主催した「田んぼ
アート」が、見頃を迎えて
います。
　今年のデザインは「令
和」がテーマです。
　新しい時代になっても
美しい農村の景観を維持
していきたいという願いを
込めて、5月に田植えが行
われました。
　会場には、物見台が設置され、アートを観賞することができます。
ぜひお楽しみください。
※会場など詳しくは問い合わせてください

　大曽根地内（潟東地区）　　　大曽根自治会 田中（☎0256-86-3156）

潟東地区の大曽根自

◆大曽根田んぼアート◆◆大曽根田んぼアート◆

潟東おまつり広場 2019どろんこカップ潟東おまつり広場 2019どろんこカップ
岩室温泉まつり岩室温泉まつり

◆上堰潟公園のサフィニア・ひまわり◆◆上堰潟公園のサフィニア・ひまわり◆

西蒲区夏のスポット

時　間 内　容
午前9時～午後4時
午前10時～

2019どろんこカップ
お祭り広場、屋台

午前11時～ 子どもフェスタ2019
午後5時～ ジャンボカレー　　200円

午後5時45分～ ステージショー
（潟東太鼓、よさこい ほか）

午後8時半～ 花火

時　間 内　容
午後1時半～
午後4時～5時半

岩室小学校器楽パレード
チアダンスイベント

午後7時半～8時半 神輿渡御
午後9時10分～ 大スターマイン大会

8月16日(金)　　　潟東ゆう学館周辺

※催しの内容・会場など、詳細は問い合わせてください
　岩室温泉観光協会（☎0256-82-5715）

●8月17日(土)

時　間 内　容
午前9時～11時半
午後5時10分～

子どもみこし山車行列
温泉祈祷祭

午後6時半～9時 芸妓屋台踊り・越王太鼓

●8月18日(日)

ほかにも催しが
盛りだくさんです

昨年の開花状況

 に  し  か  ん  22 令和元年 8月4日



《広告欄》

●赤ちゃん広場「親子ふれあい遊び」
　8月6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用意。
●ころころまつり
　8月23日(金)午前10時半～11時半
　くじ引き、バルーンなど
　小学3年生以下　先着100人
※就学前児は保護者の同伴が必要
　直接または電話で同センターへ

●赤ちゃん広場
　保護者さん同士で交流しながら、ゆっく
り時間を過ごしませんか。
　あす5日(月)随時
●発育測定
　あす5日(月)・6日(火)随時

　8月14日(水)～16日(金)の
プール遊びはお休みです。
●風鈴作り
　あす5日(月)・8日(木)・9日(金)①午前10
時～11時、②午後2時～3時

　8月の休館日は8月13日(火)午後です。
また、8月26日(月)までの月・水・金曜日
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。
●maimaiCameraさんの水遊び撮影会
　プロのカメラマンが水遊び中の子ども
たちを水飛沫まで鮮明に撮影します。子ど
もたちの素敵な笑顔の思い出を写真に収
めましょう。
　8月6日(火)①午前10時～11時、②午
前11時～正午
※雨天時は8月8日(木)に延期
　各先着8組
　1,000円
　直接または電話で同館へ
●夜の児童館
　みんなで仲良くご飯を食べたあと、すず
し～くなるミステリーを体験。

　8月10日(土)午後7時～8時半
※準備のため午後6時～7時は休館

　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。
　8月18日・25日、9月8日・15日・22日・
29日(いずれも日曜)
午前7時～9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）

　漏水の早期発見のため、道路上からお
客さまの水道メーター付近までの範囲で
漏水調査を行います。
　下記の期間中、委託調査員が宅地内に
立ち入らせていただくことがありますの
で、ご理解とご協力をお願いします。調査
員は「新潟市水道局委託調査員」の腕章を
つけ、受託証明書と身分証明書を携行し
ています。なお、調査料金はかかりません。
調査期間　8月16日（金）～11月29日（金）
調査区域　竹野町、羽田、東汰上、前田、
巻甲、鷲ノ木、漆山、潟頭、栄町、桜林、並
岡、巻東町、馬堀、山島、浦村、大潟、大関、
貝柄、貝柄新田、三角野新田、兵右衛門新
田、堀上新田、升岡、升潟、與兵衛野新田、
卯八郎受、遠藤、横戸
　水道局西蒲営業所維持係
(☎0120-411-002、025-266-9311)

　誰でも美文字を書けるようになる、簡単
なテクニックを学びましょう。
　8月9日(金)午前10時半～
　ほたるの里交流館
　美文字教室
　先着15人
　2,000円(入館料、昼食代を含む)
持ち物　筆ペン、ボールペン
　あす5日(月)までに電話またはFAXで同館
(☎0256-72-4126、FAX0256-72-1126)へ

 認知症の人や家族、介護を終えた人、認
知症のことを知りたい人など、どなたでも
参加できます。
　8月16日(金)午後1時半～3時半
※出入り自由

　巻地区公民館
　介護経験者による講話
　200円
　電話で同センター(☎0256-73-6780)へ

　江戸時代後期の同じ時代の文人と比較
しながら良寛の書の特質に触れます。巻
菱湖はじめ旧西蒲原郡の人々を中心とす
る近世の書文化について学びます。
　8月18日(日)午後1時半～3時
　巻ふれあい福祉センター
講師　岡村鉄琴さん（越佐文人研究会代
表）
　500円
　巻良寛会　江端（☎0256-72-3364）

　毎月19日は「食育の日」です。新潟市食
育の日協力店の越王の里直売所では、旬
の野菜の販売に加えて、野菜を使ったおす
すめレシピカードを無料で配布します。同
日は一部の朝採り野菜を100円で販売し
ますので、ぜひ会場にお越しください。
　8月19日(月)午前10時半～11時半
　越王の里直売所
　食と花の推進課
(☎025-226-1792)

　小学生を対象に偏光板を使った光の実
験を行います。
　8月24日(土)午前10時半～午前11時
半 
　巻図書館
講師　遠藤敏雄さん(遊びの科学コーディ
ネーター)

　小学生　先着25人
　100円
持ち物　はさみ
　きょう4日(日)午前10時から電話で巻
図書館(☎0256-73-5066)へ

　年齢を問わず誰でも楽しめるグラウン
ドゴルフを開催します。みんなで地域のつ
ながりを深めましょう。お楽しみ景品が当
たるホールインワン競争も行います。
　8月25日(日)午後3時20分～5時半
（受付：午後3時～）
　新潟ゴルフ倶楽部
　小学生の部・中学生の部・おやこペアの
部
　先着50組
　1人200円　(保険料含む)
持ち物　帽子、スニーカー(スパイクの付
いていないもの)
　8月19日(月)までに申込書を直接または
FAXで巻地区まちづくり協議会
（FAX0256-72-3662）へ
　同協議会(☎0256-72-8736)

　9月29日(日)午前9時～
　岩室体育館、巻体育館
　西蒲区に在住または在勤の人で構成す
るチーム
※学生を除く
　1チーム　3,000円
　9月10日（火）までにFAXで西蒲区7人制
ソフトバレーボール連盟事務局　 
(FAX0256-82-2289)へ
　同事務局　鈴木（☎080-6764-3755）

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 巻良寛会講演会

「良寛を中心とする近世の書文化」 サマーフェスティバル
in新潟ゴルフ倶楽部　
～グラウンド・ゴルフ大会～

西蒲区7人制
ソフトバレーボール大会

JA越後中央　越王(こしわ)の里直売所
食育コーナーを実施します

ワクワク実験！光の万華鏡をつくろう

漏水調査にご理解とご協力を

じょんのび館　美文字を学ぼう!!

地域包括支援センター巻
認知症カフェ　かくだ山

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

休日救急当番医 ● 8 月 4日～ 8月 1 8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

 8月 11日 高橋整形外科クリニック･･･西川地区 ☎0256-70-4020
  12日 県立吉田病院 ･･･････････燕市（吉田地区） ☎0256-92-5111
  18日 松村醫院 ･･･････････････巻地区 ☎0256-72-1151
※8月4日は整形外科の診療を新潟市急患診療センター（☎025-246-1199）
　で行います　【診療受付時間】午前9時～午後9時半

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

区役所だより「にしかん」で
あなたのお店を紹介宣伝しませんか
　区役所だより「にしかん」では、区内の企業活動の振興などを目的に、本紙
に広告を掲載する事業所を募集します。
対象　西蒲区内に本社や営業所を有する事業所
※掲載できない業種があります。詳しくは問い合わせてください
募集する号　令和元年10月～令和2年3月の毎月第1・第3日曜日号
※インターネット版の区役所だよりには、広告は掲載されません
募集枠数　72枠（12号×6枠）　※応募多数の場合は抽選
広告サイズ　縦約3.9センチメートル×横約7.9センチメートル
刷色　カラー　　掲載料　掲載1回当たり6,000円
配布数　区内の約16,800世帯に戸別配布
　所定の申込用紙に記入し、8月23日(金)までに地域総務課
（☎0256-72-8179）へ　
※申込用紙は地域総務課窓口、区内各出張所または西蒲区ホームページから
取得できます

広告主を
募集します

西蒲区役所ホームページに掲載するバナー広告の募集を行っています。
詳しくは地域総務課（☎0256-72-8179）まで問い合わせてください。

こちらも
募集中！

ま
ち
の
話
題

　7月19日、西蒲区の新たな地域の茶の間として「あたごの茶の間」
がオープンしました。この茶の間は趣のある空き家を再利用して開設
されました。開所式ではハーモニカの演奏やフォークダンスが披露さ
れ、にぎやかなオープンとなりました。
　「あたごの茶の間」は、毎週火曜
と金曜の午前11時から午後3時に
開催です。第2・4火曜日は午後7時
半から午後9時にもオープンしていま
す。

巻地区の茶の間「あたごの茶の間」がオープン

令和元年 8月4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


