
　地域の安心安全と災害の少ない平穏な年であるよう祈念する消
防出初式を行います。分列行進は消防車両23台、団員約400人が
巻本町通りを勇壮に行進し、その後、西川左岸堤防（西特別支援学
校付近）で一斉放水を行います。
　西蒲方面隊の勇姿をぜひご覧ください。

　新年あけましておめでと
うございます。本年もよろし
くお願いいたします。
　寒風をものともせず、
堂 と々した姿を見せてくれ
る角田山。その凛とした姿
を仰ぎ感謝しながら、令和
になり初めての新年を迎え
ました。
　新しい時代への期待と

ともに、国内外において変化の激しいこの時を乗り
越え、希望あふれる未来を創りゆくためにも、新し
いことにチャレンジし西蒲区のまちづくりに取り組ん
でいきたいと心に誓いました。
　本年の新しい話題の一つは「潟東地域コミュニ
ティセンター」の完成です。同センターは本市にお
いて先進的に取り組んでいただいた潟東地域実行
計画のもとに整備が進められ、今春4月にオープ

ンする予定となりました。さらに地域力を強めるとと
もに地域の魅力発信の中心拠点施設として活用さ
れることを期待しています。
　地域力が弱くなってきたといわれて久しいです
が、西蒲区では福祉分野をはじめ教育・自主防災
活動など各分野において、地域の皆さまの支え合
う力と、地域を愛する心と絆を強く感じます。
　昨年11月に開催した「西日本豪雨被災地の避
難支援から学ぶ講演会」には約140名の方からご
参加いただきました。講師には西日本豪雨の際に
大きな被害を受けた岡山県総社市で、地域住民全
員の避難を決断され、一人の犠牲者も出さなかっ
た下原・砂古自主防災組織の副本部長を務める川
田一馬氏をお迎えし、自主防災組織の取り組みや、
日頃からの顔の見える関係づくりと地域力の大切
さを参加者の皆さまと共有することができました。
　また、小・中学生を対象とした認知症サポーター
養成講座では、全校生徒をはじめ保護者や地域の

皆さまからもご参加いただいた中学校もあり、支え
合いの輪が広がっていることに感謝いたしました。
　こうした支え合いの心を大切にしながら「人と人
があたたかくつながるまちづくり」のために、区民の
皆さまと力を合わせて取り組んでいきます。
　今年1年が区民の皆さまにとって笑顔があふれ
る年になりますようお祈り申し上げます。

西蒲区長　鈴木　浩行

謹賀新年　新しい年を迎えて
明けましておめでとうございます明けましておめでとうございます

新潟市消防団西蒲方面隊では、消防団員を随時募集しています。
興味のある人は、気軽に問い合せてください。
西蒲消防署消防団係（☎0256-72-3309）

日時：1月13日（祝）　　（分列行進）午前9時半～
　　　　　　　　　 （一斉放水）午前10時～

西蒲方面隊消防出初式

人と人があたたかくつながるまち西蒲区

鈴木区長

区内中学校での認知症関連授業の様子

　12月11日、巻保育園の園
児が力を合わせて餅つきを
行いました。ついた餅は鏡餅
として園内に展示されます。

みんなでぺったん　
　　　　餅つき大会

災害時 地元を守る 消防団！

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 56,516人（－69）　世帯数 20,544世帯（＋4）　男 27,388人（－26）　女 29,128人（－43） ※11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

なぐ「協働の要」として多様
化・複雑化する地域課題の解
決に取り組んでまいりました。
　一方で、特に昨年度は自治
協にとって一つの転換期とな
り、これまでの活動で見えて
きた課題を総整理した上で、
今後のあるべき姿を検討し、制度の見直しがなされ
ました。これまで以上に区の実情に合った組織とし
ていくため、西蒲区の一体感醸成という視点で、地
域コミュニティ協議会や各種公共的団体、区役所な
どとも連携を密にしながら、まちづくりに努めてまいり
ますので、ご理解とご協力をお願いします。

　新年明けましておめでとうございます。昨年はラ
グビーワールドカップ2019における日本代表初とな
る8強入りのほか、西蒲区においても多種目のス
ポーツ選手の活躍が大きな話題となった1年でし
た。そして、今年はいよいよ東京オリンピック・パラリ
ンピックが開催されます。区自治協議会（以下自治
協）としても、事業などを通じて大いに盛り上げてい
きたいと思います。
　さて、自治協は平成19年の政令市移行に伴う区
政施行に合わせて設置されて以降、区民と市をつ

《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）

2020年最初の区役所だよりの発行にあたり、日ごろ
地域活動で中心となっている「西蒲区自治協議会」と
「地域コミュニティ協議会」の会長から、今年の抱負を
語っていただきました。
会長たちが抱く、「今年の取り組み」や「地域への思

い」をどうぞご覧ください。
　　　　　　　　　　　　　　 ※敬称略・順不同

岩室地域コミュニティ協議会
会長　沖野　一

岩室地域は、岩室地区・間瀬地区・和納地区と、
それぞれ特徴のある三つの地区を有しています。
「明るいまちづくり」、「健康で長生き、安全で安心
なまちづくり」、「災害に備える意識づくり」など、六
つの部会を中心に各自治会や地域住民との協働
による事業を展開してきました。今後も引き続きさ
らなる連携を目指していきたいと思っています。ま
た、現在問題視されている空き家対策などの諸課
題は、区役所や関係機関との協議をする必要があ
ると考えています。

会長に、今年の抱負
　　　　　　　などをお聞きしました

潟東地域コミュニティ協議会
会長　佐藤　正昭

新しい年を迎え、子どもから高齢者まで健康で
幸せに過ごせる地域になるよう、「健幸で心ゆたか
なまち」をスローガンに皆で頑張っていこうと思い
ます。
今年4月には潟東体育館が潟東地域コミュニ

ティセンターとして新しく生まれ変わります。地域の
皆さんから「コミセン」の愛称で親しまれ、いつまで
も地域の施設として利用されていくように、住民が
主体・主役のコミュニティ協議会運営に努めていき
ます。

中之口地区コミュニティ協議会
会長　渡邉　正明

先日、防災の講演を拝聴し、地域力の大きさや普段
から互いに顔の見える関係づくりの大切さを痛感しま
した。犠牲者が少なかったのは、防災組織の強固な地
区、住民同士の連携の取れている地区であったとのこ
と。このことは、災害ばかりではなく、地区の運動会で
も、花植えでも、ごみ拾いでも、みんな言えることです。
古い言葉ですが、「向こう三軒、両隣」が大切です。
共に支え合う地域の絆を深めるため、自治会との連
携がよりスムーズにいくようコミ協組織再編に取り組
んでいきます。

松野尾地域コミュニティ協議会
会長　渡邉　泰雄

明けましておめでとうございます。元号も令和に
代わり、新たな1年が始まろうとしています。
昨年は大雨、台風と自然災害の多い年でした。
年度当初に自主防災訓練の工夫を提言し、昨年は
初めて避難者名簿の作成と要支援者の確認作業
を試みました。今年も、さらなる改善を心掛けてい
きたいと考えています。
地域住民の安全・安心のさらなる充実と楽しい
交流が実現していくように努力したいと思います。

角田地区コミュニティ協議会
会長　村井　正由

当協議会は昨年も計画通り事業を実施することができ
ましたが、全国的には台風の襲来など自然の脅威を見せ
つけられた年でもあったかと思います。
そのような中、補助事業として取り組んだ防犯カメラ整

備事業については関係各位のご理解・ご協力を賜り、地
区内に10基の防犯カメラを設置し、今後における地区内
防犯の一躍を担うことができたと思っています。
本年においても、地区民一丸となりより良い地区を目指

し各種事業実施に取り組みたいと考えていますので、ご
理解・ご協力をお願い申し上げます。

西川地域コミュニティ協議会
会長　田中　一男

新年明けましておめでとうございます。前会長の辞任に
伴い、急きょ会長に就任しました。
コミ協の役割は、地域の要望を取りまとめ行政に伝える

こと、そして、イベントなどを活用して地域の活性化を図るこ
とと考えています。
行政との協働を推進し、健康づくり・防災対策など、コミ

協主催の各種事業はもちろんのこと、「西川まつり」、「時代
激まつり」など地域イベント実行委員会の一員として、役員・
職員一丸となり、地域活性化のけん引役として頑張ってい
きますので、皆さまのご支援・ご協力をお願い申し上げます。

巻地区まちづくり協議会
会長　若林　馨

あけましておめでとうございます。昨年は令和元年と
して特別な年でしたが、全国的にはとても災害の多い
年でした。今年は穏やかな年であってほしいものです。
現在、巻地区まちづくり協議会結成以来の規約の
改正と合わせて、組織改正を議論中です。多くの人が
議論に参加し素晴らしい組織に生まれ変わることを期
待します。
今年のまき夏まつりは6月12日・13日・14日の3日間

です。全行事を盛大に盛り上げて、新潟の夏にふさわ
しい祭りにしましょう。

漆山地域コミュニティ協議会
会長　五十嵐　哲夫

明けましておめでとうございます。当コミ協は昨年
も多くの行事が大過なく遂行できました。本年も活
動を通じ、老若男女の交流を図り、地域の活性化を
目指したいと考えています。また、近年自然災害が
頻繁に発生しております。
当地区もいつ被災するかわかりません。そのため
防災活動の一環として、「避難所運営」など、自治
会を通じて取り組むことで、地域住民の安心・安全
を図りたいと思います。なにとぞ皆さまのご支援、ご
協力をお願い申し上げます。

峰岡地区コミュニティ協議会
会長　森田　広海

今年も、地域にとって「コミ協とは何か」の視点
を忘れずに、コミ協内で議論し、理解を求め、地域
のために活動していきます。
成果の具現を性急に求めず、その過程を大切に

しながら、情報共有と協力、支え合いをキ－ワ－ド
に、各地域の参画を得ていくことが、地域力向上に
もつながります。
特に、安全と安心、住みよい暮らしの確保に向け

て、防災や防犯、福祉の面で、常に地域全体で考
える気風を醸成してまいります。

西蒲区自治協議会
会長　長井　正雄

西蒲区自治協議会
コミュニティ協議会

2020年の幕開けです 新年の抱負～地域への思い～
 に  し  か  ん  22 令和2年 1月5日



今年で5回目を迎える角田山一周ハーフマラソン大会が
開催されます。海と山が織りなすロケーションを走り抜けてみ
ませんか。区内の温泉入浴割引券などの魅力ある参加賞も
用意しています。
　参加には申し込みが必要です。申し込み方法など詳しくは
問い合わせてください。
公式サイトURL http://nishikan-sports.com/kakudahm/  

　4月12日(日)午前9時～正午（開場：午前6時、雨天決行)　 
※大会当日の受付はありません。参加者には3月下旬をめどにゼッケン、計測
チップを郵送しますので当日必ず持参してください
スタート・ゴール地点　城山運動公園　
　男女年齢別の7部門ハーフマラソン(21.0975キロメートル)
その他 男女総合優勝と各部門6位まで、および角田山賞（総合482位）を表
彰します。
　独力で21.0975キロメートルを完走できる18歳以上の男女　先着700人　
　1人5,000円
申し込み期限　募集中～2月19日(水)まで
　角田山一周ハーフマラソン大会実行委員会事務局(☎0256-73-1233)

■幼児期家庭教育学級「すき♡っぷぅ」
　子育て真っ最中の保護者の皆さん。子育
てに役立つ講座に参加してみませんか。
　①1月31日、②2月7日、③2月14日（い
ずれも金曜、全3回）午前10時～正午
　①冬の感染症予防、②絵本の読み聞かせ
講座、③親子であったかYOGA体操
　おおむね1歳～就学前の子どもの保護者
先着15人
保育あり　1歳児～未就園児　各回先着9
人（1月31日、2月7日のみ）
　あす6日(月)午前9時～1月17日(金)まで
に電話で同館へ

■第4回潟東地区リレーマラソン大会
　西川総合体育館の特設コースを規定時
間の1時間で何周できるかを競います。家
族チームや友人チーム、小中学生チームな
どでご参加ください。
　2月9日(日)午前9時～正午頃
　西川総合体育館
　小学3年生以上の健康な人（1チーム4人
以上、7人以下）　先着15チーム　
　1チーム2,000円（保険料）
その他　6位までのチームに表彰を行いま
す。特別賞もあります。
　1月27日(月)までに、申込書を同館へ
※申込書は同館と潟東地域コミュニティ協
議会で配布しています

●赤ちゃん広場「親子で楽しいヨガ」
　1月8日(水)午後2時～3時
講師　柳本あやさん
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。
●おはなしぱぴい
　1月9日(木)午前10時45分～
●神楽舞鑑賞会
1月10日(金)午前10時15分～11時15分

出演　巻東6区　東友会
●リトミック遊び
　ピアノの音に合わせて楽しく体を動かし
て遊びましょう。
1月16日(木)午前10時45分～11時15分
●親子で楽しくエクササイズ
　親子で楽しく体を動かして遊びましょう。
　1月17日(金)午前10時半～11時半
講師　脇田ともみさん（フィットネスインスト
ラクター）
持ち物　飲み物

●赤ちゃん広場
　あす6日(月)随時
●発育測定
　あす6日(月)･7日(火)随時
●絵本読み聞かせ
　岩室図書館の職員が読み聞かせを行い
ます。
　1月8日(水)午前11時～
●まゆ玉飾り
　1月10日(金)随時
●作って遊ぼう「鬼のお面作り」
　1月15日(水)・16日(木)随時

●新年お楽しみ会
　1月9日(木)午前10時半～11時
●育児講座「産後クライシスとベビーマッ
サージ」
　1月16日(木)午後1時20分～3時半　
講師　鷲尾智恵子さん（助産師）
　15組（応募多数の場合は1歳までの乳児
を優先）
　1月10日(金)までに電話で同センターへ

　1月の休館日は14日(火)午後です。あす
6日(月)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。
●児童館✿鏡開き
　1年の無病息災を願って、白玉団子を食
べます。みんなで食べて心も体も元気いっ
ぱいの1年にしましょう。
　1月11日(土)午後2時～

●絵本の日
　寒い冬にぴったりの絵本を読み聞かせ
します。
　1月15日(水)午前10時半～
●親子の絆づくりプログラム「赤ちゃんが
きた！」
　初めて赤ちゃんを育てるお母さんと0歳
児の赤ちゃんが一緒に参加する講座で
す。子育ての楽しみや不安などお母さん
同士で交流しながら親子の絆を深め、自
分なりの子育てを見つけてみませんか。
　2月21日～3月13日(毎週金曜、全4
回)午前10時～正午
　令和元年10月～12月生まれの乳児
(第1子)とその母親　先着10組
　1,000円(テキスト代)
　直接または電話で同館へ

　マットの上で楽しくストレッチをしなが
ら、体の正しい使い方を学びましょう。
　1月17日(金)午後7時半～8時15分
　中之口体育館
　18歳以上の人　先着20人
※高校生を除く
　500円　
持ち物　運動のできる服装、飲み物、タオ
ル、ストレッチマットまたはヨガマット（持っ
ている場合）
　電話で中之口体育館（☎025-375-5007）
へ

　1月26日(日)午前9時半～
(受付：午前9時～)
　巻やすらぎ会館

　西蒲区に在住または在勤の人
※小学生以上
　会員1,000円、一般1,500円、小・中学
生800円　※昼食代を含む
対戦方法　棋力別に分けて総当たり戦
その他　参加者全員に賞品あり
　1月18日(土)までに電話で同会　伝川
（☎0256-72-5927）へ

　高橋五仙子が描いた、懐かしい新潟の
名所を紹介します。
　開催中～4月12日(日)午前9時～午後
4時
　同館および潟東歴史民俗資料館
　一般　500円、小・中学生　300円
※土・日・祝日は小・中学生無料
　潟東ゆう学館（☎0256-86-2311）

　2月2日(日)（受付：午前8時半～）
　巻体育館
　西蒲区に在住・在勤・在学の人で構成さ
れるチーム
チーム編成　監督1人（選手兼任可）、競
技者4人（男女混合、男性は同時に2人ま
で出場可）、交代選手4人以内
　1チーム2,000円（当日徴収）
　1月20日(月)までに、申込用紙に必要
事項を記入のうえ、巻地区スポーツ振興
会事務局（地域総務課企画・文化スポーツ
グループ）へ
※申込用紙は地域総務課で配布
　同事務局（☎0256-72-8194）

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

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 ● 1 月 5日～ 1月 1 9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 5日 えんどう整形外科クリニック･･燕市（燕地区） ☎0256-66-0009
  12日 しまがきクリニック ･･･････巻地区 ☎0256-73-1312
　　 13日 はすいけ整形外科････････燕市（燕地区） ☎0256-47-6688
        19日 松村醫院 ･･･････････････巻地区 ☎0256-72-1151

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

　体幹コンディショニング教室

潟東樋口記念美術館
企画展「新潟の風景」

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

西蒲区将棋会「冬の陣将棋大会」

催　し催　し催　し

第5回角田山一周ハーフマラソン大会

出産予定日が令和2年5～10月の妊婦
持ち物　母子健康手帳、筆記用具
　電話で健康福祉課健康増進係
（☎0256-72-8372）へ

♡育児相談会
　1月28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
※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
1月21日(火)（受付：午後0時45分～

1時半）
　西川健康センター
　平成28年7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

♡安産教室
1月24日(金)（受付：午後1時15分～

同30分）
　西川健康センター
　妊娠中～産後にかけての食事のポイ
ント、お母さんと赤ちゃんの歯について、
不安や疑問相談タイム

母子保健だより母子保健だより母子保健だより ☎0256-72-8372☎0256-72-8372☎0256-72-8372
問

2年5～10月の妊婦
康手帳、筆記用具
祉 健康増 係

詳細はこちら

公民館公民館公民館
巻地区公民館 ☎0256-72-3329

潟東地区公民館 ☎0256-86-2311

令和2年 1月5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

《広告欄》


