
　令和元年9月に区内角田浜地区で前方後円墳が発見され、注目を集めています。今号は今回発見された古墳の特徴や、これまでに区内で発見されてきた
遺跡について紹介します。現代によみがえった遺跡から太古の歴史を感じてみましょう。

●そもそも古墳とは何ですか？
　古墳は3世紀～7世紀を中心に権力者の墓として造られ、その大きさや
形によって、埋葬された人物の権力を象徴するものであったとされてい
ます。例えば、前方後円墳と呼ばれる形の古墳は、ヤマト王権の大王や
王権と関わりの強い地方豪族の首長など、特に有力な人にのみ築造が許
されたと考えられています。
　古墳には埋葬される人物の遺体のほか、埋葬される時期に応じて装飾
品や祭祀用の呪具、武具など、さまざまな副葬品が納められました。

●古墳にはいろいろな形があるって本当ですか？

橋本先生ありがとうございました。
引き続き古墳の正確な形状や大きさなどを知るための測
量調査、レーダー探査による内部施設の状況確認などが
行われます。今後の新しい発見が待ち遠しいですね。

　 龍とは中国に伝わる霊獣のこと。このよ
うな鏡は、ヤマト王権から各地の首長へ功績
や信任の証として贈られたとする説が有力
です。

　今回発見された角田浜地区の古墳について、実地調査を行っている新潟大
学名誉教授の橋本博文先生に話を聞きました。

Q　今回発見された古墳の概要を教えてください
A　古墳の向きは葬られた人物が治めていた場所と関連しています。今回発
　見された古墳は前側が海を向いて造られていることや地理的状況などから
　海洋に関連した人物が葬られたと考えられます。今後、古墳の上に立って見
　える視野の範囲など様々な要素を考慮し判断することになります。
　　また、古い時代に造られた前方後円墳ほど前方部と後円部の高低差が大
　きくなりますが、この古墳にも高低差が大きいという特徴がみられます。同じ
　く西蒲区内にある菖蒲塚古墳より立地的に古いものかもしれません。

Q　古墳の名前はどんなものになるでしょうか
A　多くの場合は発見された土地の字名などが使用されますが、今回は所在
　地がイメージしやすいものがいいと考えています。近い場所にある妙光寺に
　関連するものがよいのではないでしょうか。

●県内最大級の前方後円墳
　菖蒲塚古墳は県内でも最大級を誇る全長約53メート
ルの前方後円墳です。前方後円墳としての形状や江戸
時代に出土した 龍鏡（右写真）などから、埋葬された
人物の力の大きさがうかがえます。ヤマト政権の力がこ
の地まで及んでいたことを示す貴重な文化財です。

●「菖蒲塚」の名前の由来
　この古墳が発見されたのは江戸時代ですが、当時は
古墳時代に造られた墓とは考えられておらず、地域の伝
承により源頼政の妻菖蒲御前の墓とされていました。ま
た、菖蒲塚古墳に隣接する円墳には隼人塚古墳という
名称がありますが、これはこの円墳が菖蒲御前の家臣
猪隼太の墓とされていたためで、いずれも現在の名称に
名残をとどめています。

●角田山にそびえる前方後方墳
　矢垂川のすぐ近く、角田山南麓から東へ張り出した尾
根の先端部にある山谷古墳は、昭和34年に地域住民に
よって発見されました。古墳は東側ないし北側から眺望
されるのを意識して造られています。尾根の東方からは
集落遺跡である御井戸遺跡が発見されており、山谷古
墳はこの集落の首長のものであったと考えられていま
す。

●築造に関わったとされる集落遺跡の存在
　上記の御井戸遺跡は山谷古墳の母体となった集落で
あるとされています。御井戸遺跡からは大量の土器など
が出土しており、中には北海道に起源をもつ続縄文土器
も見られることから、広い範囲に交流ルートを持っていた
と考えられています。

問い合わせ
地域総務課総務・管理財務グループ
（☎0256-72-8179）

よみがえる太古の歴史

知っていますか？古墳のあれこれ

西蒲区で過去に発見された古墳

菖蒲塚古墳
あ や め づか

＜今回発見された古墳について＞

＜主な出土遺物＞

龍鏡（だりゅうきょう）

　山谷古墳からは土器やガラス小玉などが
見つかっています。こうした遺物は当時の社
会をうかがい知るうえで重要な資料となって
います。

山谷古墳から出土した遺物

＜主な出土遺物＞
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西蒲区の古墳を知ってみよう西蒲区の古墳を知ってみよう

ひとくちに古墳といってもさまざまな種類があります。これらは一例です。

　西蒲区では過去にも古墳が発見されています。区内の遺跡の中から菖蒲塚古墳と山谷古墳を
紹介します。

※イラストは真上から見た形状。同じ種類の古墳でも細かい形状が異なる場合があります
前方後円墳 前方後方墳

上円下方墳 方墳 円墳

だりゅうきょう

はやとづか

いのはや た

お　い　ど

や たれ

（国指定史跡）

山谷古墳
やま や

所在地　西蒲区竹野町
形　状　前方後円墳
全　長　約53メートル

所在地　西蒲区福井
形　状　前方後方墳
全　長　約37メートル

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、不要不急の外出は控えましょう。また、屋外であっても密接・密集の場所は避けてください。

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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毎月第1・3日曜日発行 ≪ 西蒲区ホームページ ≫
5月17日

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

● 西蒲区データ　　人口 56,174人（－73）　世帯数 20,622世帯（＋18）　男 27,214人（－27）　女 28,960人（－46） ※4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

　この講座では、お互いの悩みや関心のあることをグループで話し合い
ながら自分にあった子育ての仕方、問題の解決方法を学んでいきます。
　一人で悩まず、頑張りすぎず、子育てを楽しめるヒントを一緒に見つけ
ましょう。
　6月22日～7月27日（毎週月曜、全6回）午前10時～正午
　巻地域保健福祉センター
　「しつけの悩み」、「子どもの安全な生活」、「子どものこころとからだ」、
「自分の時間の作り方」、ほか
　概ね1歳～5歳の幼児の保護者で全6回参加できる人　先着16人
保育　あり(要申し込み)　　　持ち物　マイカップ
　600円（6回分）
　電話またはFAXで健康福祉課児童福祉係
（☎0256-72-8369、FAX 0256-72-3133）へ

　市では、災害時の避難に支援が必要な人の情報を掲載した名簿を作成し、
地域での助け合いに役立てています。以下の要件に当てはまった人には個別
に案内を送付しています。随時登録もできますので、希望する人は問い合わせ
てください。
【登録の対象となる人】
○高齢者（75歳以上のみの世帯の人）　　○要介護認定3以上
○身体障害者手帳1・2級　　　　　　 　○療育手帳A
○その他、自ら避難することが困難で、避難の支援を希望する人
【名簿の提出先】
○自治会・町内会・自主防災組織の地域の支援者
○民生委員　　○警察・消防
※名簿の提供を受けた者は、その情報を適正に管理し、支援者以外の外部に
漏れないよう法律で秘密保持義務が課せられています

　健康福祉課地域福祉係（☎0256-72-8345）、
　防災課（☎025-226-1143）

　不要不急の外出自粛をしている皆さんのために、地元飲食店のテイクアウ
ト情報をまとめた「にしかんグルメfor stay home　地域保存版<第1弾>」
が作成されました。
　この機会に、気になっていたお店や行ったことがない西蒲区のお店の味を
楽しんでみませんか。家庭でプロの味、おいしい料理を味わい、みんなの笑顔
をつなげましょう。

　「にしかんグルメ　for stay home地域保存版<第1弾>」のチラシは5月
10日の新聞折り込みで各戸へ配布しました。チラシデータは下記ウェブサ
イトの特設ページからダウンロードできます。テイクアウトできる料理や
注文方法など、詳しくは各店舗に問い合わせてください。
※掲載内容はお店の都合により変更となる場合があります

URL：https://www.iwamuroya.com/
　0256-82-1066
※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、
　5月31日(日)まで休館予定です

　にしかんPROJECT(仮)実行委員会
では5月下旬に発行予定の第2弾「にし
かんグルメfor stay home」へ情報掲載
を希望する飲食店を募集しています。
　掲載の申し込み方法は左記の巻観光
協会ホームページを確認してくださ
い。
　申し込みはインターネットのほか、
FAX・メールでも受け付けています。
　申し込みがあったお店の情報につい
ては、今後区役所ホームページなどで
も公開する予定です。
※情報掲載は申し込み順です

　にしかんproject（仮）
FAX：025-333-0596
Mail：mail@iwamuro.info

NPプログラム
～Nobady’s Perfect　完璧な親なんていない～

　予約開始日から検診2日前まで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
※定員になり次第、締め切ります
※今年度から、医療機関での乳がん検診は60歳代までになりました。
※5月・6月の胃・肺がん検診は、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため中止します
　健康福祉課健康増進係（☎0256-72-8380）

新型コロナウイルス感染症の状況により、事業実施が困難となった場合には、
ホームページなどでお知らせします。

乳がん集団検診（要予約）

1～5歳のお子さんを子育て中のみなさん気軽にご参加ください

災害時に、自力での避難が困難な人は
「避難行動要支援者支援制度」をご活用ください

期　日

6月30日(火) 西川健康センター 5月31日(日)
7月 4日(土) 巻地域保健福祉センター

中之口地区公民館（午前）

潟東健康センター（午後）

6月 4日(木)

7月 7日(火) 6月 7日(日)

会　場 予約開始日

●新型コロナウイルス感染拡大防止
のため、以下の事業を中止します。
•6月11日(木)フッ化物塗布
•6月22日(月)はじめての離乳食
•6月の1歳誕生歯科健診

【6月の健診のお知らせ】
•1歳6か月児健診　
•3歳児健診
※対象者には個別に案内を送付
します。

♡離乳食に関する電話相談
　離乳食講習会中止に伴い、開催予
定日に栄養電話相談を実施します。
気軽に相談してください。
　6月22日(月)午後1時半～3時半
　健康福祉課健康増進係
（☎0256-72-8380）

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

問

電話相談
止に伴い、開催予

新型コロナウイルス感染症の状況によ
り、事業実施が困難となった場合には、
ホームページなどでお知らせします。

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、中止する場合があります

にしかんグルメfor stay homeにしかんグルメfor stay home
おいしいで、みんなに笑顔を!

新潟市岩室観光施設いわむろや

テイクアウトした料理をSNSに投稿してみましょう。<＃にしかんエール飯>

●テイクアウト情報の掲載希望について

申し込みはこちらから申し込みはこちらから

●テイクアウト情報はこちらから

・にしかんPROJECT(仮)実行委員会（いわむろや）
(☎0256-82-1066)
・産業観光課観光・商工交流室(☎0256-72-8417)

テイクアウト情報

URL：https://maki-niigata.com/
　0256-72-8736

巻観光協会

にしかんproject

ら

に し か ん  22 令和2年 5月17日

《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）



　新型コロナウイルス感染症による大規模イベント自粛要請を受け、今年の
まき夏まつり開催について協賛会、実行委員会で協議した結果、協賛事業は
すべて中止することに決定しました。

【中止内容】
6月12日(金) 前夜祭民謡流し
6月13日(土) 本町通りパレード、諏訪神社イベント、花火大会
6月14日(日) 本町通りパレード、やかた竿燈
※期間中の露店もすべて中止します
　まき夏まつり協賛会 事務局（☎0256-72-8736）

　私たちが使った水は繰り返し使われて
おり、その水を使うのは私たち人間だけで
はありません。きれいな環境を持続するた
め、下水道への早期接続をお願いします。
　西部地域下水道事務所普及推進室
（☎025-370-6372）

　海水浴場開設期間中の監視員を募集し
ます。
勤務期間 7月18日(土)～8月23日(日)
勤務時間 午前8時半～午後5時15分
※土・日曜、祝日勤務あり
勤務場所 越前浜、間瀬下山、角田浜
賃金 時給877円～
　各3人
提出書類 市販の履歴書1 通
※履歴書持参の際に面接を実施
　6月1日(月)までに電話連絡後、直接地

　西川図書館
所在地 西蒲区曽根2046
電話 0256-88-0001
FAX 0256-88-2458

（パソコン・スマホ用：左側QRコード）
https://www.niigatacitylib.jp
（携帯電話用：右側QRコード）
https://opac.niigatacitylib.jp/k

　レファレンスサービスは図書館カウンターのほか、電話やFAX、メールで
も受け付けています。ただし、宿題の回答、古書や美術品の鑑定など答え
られないこともあります。詳しくは西川図書館まで問い合わせてください。

　図書館の「レファレンスサービス」を知っていますか。図書館職員が情報
を求めている人と適切な情報源を結びつけるお手伝いをするサービスで
す。図書やインターネットなどを使って、適切な資料を案内します。

　『冬囲い資料』（新潟市食育・花育センター／著）
に、「うのくび結び」「飾り結び」など様々なロープの
結び方が写真付きで分かりやすく紹介されています。

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
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＝問い合わせ

お知らせお知らせお知らせ

　区内の子育て支援センターおよび児童
館は、新型コロナウイルスの感染拡大防
止のため、5月31日(日)まで休止・休館し

ています。詳しくは各施設へ問い合わせて
ください。
　●巻子育て支援センター　ころころ広
場（☎0256-72-6240）
●岩室子育て支援センター　ぽかぽかコ
アラ(☎0256-82-2900)
●なかのくち子育て支援センター　さくら
んぼ(☎025-375-5690)
●岩室地域児童館　あそびの山
(☎0256-82-2169)
●かるがも広場（鎧郷保育園併設）
(☎0256-88-2286)
●ぴよぴよ（かたひがし保育園内）
(☎0256-86-2023)
●トマトくらぶ（めぐみこども園併設）
(☎0256-78-8817)

域総務課（☎0256-72-8129）へ

　新型コロナウイルス感染症拡大防
止のため、下記の催しなどについて開
催を中止します。

•骨粗しょう症予防相談会
　開催予定日　6月30日(火)
　　健康福祉課健康増進係
　(☎0256-72-8380)

子育て子育て子育て

下水道整備地域へお住まいの皆さまへ
～下水道への接続をお願いします～

募　集募　集募　集
西蒲区海水浴場監視員を募集

子育て支援センター・児童館
休館のお知らせ

自転車は「自転車通行帯」を通行しましょう

令和2年「まき夏まつり」協賛行事の中止について 「にしかんパレード」の中止について

　市では、「歩行者、自転車、クルマが安全で
安心して共存できる道路空間の構築」の実
現を目指し、自転車が車道の左側を安全に
通行できるよう自転車の走行空間の整備を
行っています。
　西蒲区でも、各地域において、「自転車ナ
ビマーク」や「矢羽根型路面標示」を設置し
ています。交通ルールを守って安全な自転車
の運転を心掛けましょう。

　新型コロナウイルス感染症拡大防止のための大規模イベント自粛要請を
受け、「にしかんパレード」の開催可否について、実行委員会で協議した結
果、来場者をはじめ出演団体やボランティアスタッフ、地域の安全に配慮し、
本事業は中止することに決定しました。

【中止内容】
6月14日(日)午前11時半～午後1時
※東京ディズニーリゾート・スペシャルパレードも中止
　にしかんパレード実行委員会事務局(西蒲区地域総務課)
（☎0256-72-8161）

■自転車通行帯について〈自転車をご利用の方へ〉
・自転車は「クルマ」の仲間であり、車道の左側通行が基本です。
・「自転車ナビマーク」や「矢羽根型路面標示」の設置箇所が自転車の通　
行位置です。クルマと同じ方向（車道の左側）を縦1列に通行してください。
※「自転車ナビマーク」や「矢羽根型路面標示」がないところでも自転車は車
　道通行が原則です
※クルマを運転する人は、自転車や歩行者を見かけたら、安全な間隔を保ち、
　スピードを控え、優しい運転を心掛けましょう

建設課管理維持係（☎0256-72-8513）

【ナビマーク】

自宅でも使える!　西川図書館レファレンスサービスのご案内自宅でも使える! 西川図書館レファレンスサービスのご案内

【1車線道路の場合】 【2車線道路の場合】

【矢羽根型表示】

ナビマークが
あるところは
ココを走りま
しょう！

矢羽根がある
ところはココ
を走りましょ
う！

●これまでもさまざまな質問にお答えしています
Q 冬囲いのロープの結び方を知りたい！

A

　生後何か月からでも赤ちゃんと一緒に絵本を楽し
んでください。赤ちゃんはお母さんやお父さん、ご家
族の方に優しく語りかけてもらうことが大好きです。
ゆったりとした気持ちで、何よりも読み手自身が楽し
んで読んであげてください。
　新潟市立図書館ではおすすめの本のリスト「うち
どくブックリスト」を作成しています。0～2歳向けのリ
ストもあるので、絵本選びに活用してください。

Q 赤ちゃんにはいつごろから絵本を読んでいいの？
おすすめの絵本を教えてください！

A

としょかん博士

西川図書館
キャラクター

かんちゃん

レファーレンスさん

新型コロナウイルス感染症の影響により、掲載した催しなどが中止となる場合が
あります。開催については事前に主催者へ問い合わせてください

今月の納税等

納税は便利な口座振替で！

軽自動車税(種別割) ･･･････全期

※期限内の納付をお願いします
●納期限 6月1日（月）

●催しなどの中止について

令和2年 5月17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》


