
開催期間　10月23日(土)から11月30日(火)
　図書館職員一押し本の中から、皆さんが一番読みたい本を投票してもら
い、各館のNo.1を決定します。結果は12月に発表します。どの本が選ばれ
るかな？また、皆さんのおすすめ本を用紙に書いてもらい、その用紙を館
内に掲示します。新たな本との出会いを求めてぜひ参加してください。

　平成13年8月1日に開館した潟東図書館。毎年、「図書館まつり」や講演会の開
催など、地域の皆さんと一緒に図書館運営を行ってきました。平成13年12月には
「第1回潟東図書館まつり」を実施しました。
　そこから、平成23年の開館10周年を迎えるまで、「潟東図書館まつり」を実施しま
した。
　開館20周年を迎えた今年、開館当時から図書館事業に協力していただいている
「潟東図書館ボランティアグループひまわり」と、親子向け事業を開催しました。
　また、西蒲区内4図書館の共通事業である「としょかんでBINGO」を行いました。

　合併前からの図書館設置の要望を受け、平成23年9月1日に開館した巻図書
館。平成23年9月10日にはオープン記念イベントとして「としょかんにいGOて！」を
開催しました。越王太鼓の演奏、フラダンスや歌、民話の語りなど、地域の皆さんと
巻図書館の開館を祝いました。平成26年から、ボランティアグループ「本の森のな
かま・巻」との共催で、コンサートや子ども向け工作イベントなどを開催しています。
　開館当初から現在まで「おはなし会」を開催している読み聞かせボランティアグ
ループ「おはなしるんぷんぷん」は、毎月第2・4日曜の定例の「おはなしのじかん」
だけでなく、夏休み期間はスペシャルおはなし会を図書館と協働で行っています。

工作の様子

秋の読書週間事業として、さまざまなイベントを企画しています！

知りタイ！読みタイ！おすすめ本

西蒲区内全図書館（西川・岩室・潟東・巻図書館）共通事業

※以下のイベントは、変更・中止となる場合があります。参加希望者は、実施状況を各図書館に確認のうえ、参加してください

おはなし会の様子 鯛車モビール スペシャルおはなし会の様子

祝！潟東図書館

は、西蒲区の図書館へ行ってみよう！秋の読書週間秋の読書週間

祝！巻図書館

開館 周年20 開館 周年10

　11月14日(日)午前11時から同30分
　読み聞かせと、牛乳パックを使った写真立て作成を行います。
　先着5人
　11月6日(土)午前10時から、直接または電話で同館へ

　西蒲区の図書館では、「見てから読む？読んでから見る？映画の本」「お
うちで旅気分」「免疫力アップ！体の健康」「水の恩恵」など、毎月テーマ
を決めてさまざまな資料を展示しています。図書館に来館する際は、ぜひ
テーマ展示コーナーへ立ち寄ってみてください。

「潟東図書館ボランティアグループひまわり」による
　　　　　　　　　　　　　　　　　　おはなしのじかん

潟東図書館

西川図書館

　10月31日(日)午前11時から同30分
　毎週火曜日と、毎月第1・3・5日曜日に開催されている「おはなしのじか
ん」のスペシャル版です。大型絵本の読み聞かせや、ストーリーテリング
などがあります。
　先着15組

おはなしのじかんスペシャル

西川図書館

開催期間　開催中～12月28日(火)まで
　「た」「い」「ぐ」「る」「ま」の各文字が頭文字になっているタイト
ルの本を探してみよう！1冊借りると、スタンプが1個もらえます。スタン
プを5個集めて、プレゼントをもらおう！
　小学生まで

君も図書館で名探偵！パート2 「“たいぐるま” はどこだ？」

巻図書館

新潟市西蒲区曽根2046番地
（☎0256-88-0001）

岩室図書館

新潟市西蒲区西中889番地1
（☎0256-82-4433）

潟東図書館

新潟市図書館URL

新潟市西蒲区三方10番地
（☎0256-70-5141）

パソコン・スマートフォン用
https://www.niigatacitylib.jp/

携帯電話用
https://opac.niigatacitylib.jp/k/

巻図書館

新潟市西蒲区巻甲4262番地1
（☎0256-73-5066）

▼テーマ別展示を実施しています

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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毎月第1・3日曜日発行 ≪ 西蒲区ホームページ ≫
10月3日

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

● 西蒲区データ　　人口 55,226人（－52）　世帯数 20,751世帯（－7）　男 26,784人（－17）　女 28,442人（－35） ※8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

　8月29日(日)から上堰潟公園で、稲わらから作った巨大なアート作品を展示
する「わらアートまつり」が開催されています。今年は「見た人に活力を与える
縁起物」をテーマに、武蔵野美術大学の学生がデザインした「鳳凰」「三角達
磨」「アマビエ」の3体のわらアートが、地元制作サポーターなどの手で制作さ
れました。
　巨大なアート作品の迫力はもちろん、わらで作りこまれた細かなパーツなど
も見ごたえがあります。作品は間近で見ることができ、写真撮影する人も多く
見られました。
　作品は10月31日(日)まで展示予定で、期間中いつでも見ることができます
ので、ぜひ訪れてみてください。

　西洋いちじくの一種である「桝井
ドーフィン」という品種のいちじく
で、西蒲区は県内有数の産地です。
みずみずしい果実の雫が滴り落ちた
イメージから命名されました。西蒲
区のほか、西区・南区・燕市の一部
でも栽培されており、県内産の約7割
が、新潟市で生産されています。

新型コロナウイルス感染症の拡大状況により、掲載したイベントは急きょ中止となる場合があります。感染症予防のため、3密（密集・密接・密閉）の場
所の回避、こまめに手洗い・手指消毒を行う、飛沫防止のためにマスクを持参し着用するなど「新しい生活様式」の実践をお願いします。

産業観光課農政グループ（☎0256-72-8407）

ひまつ

「越の雫」は、角田山麓の澄んだ
空気と水、太陽をたくさん浴びて、
大切に育てられているよ！

ヘタの切り口に白い液
がついているものは
新鮮な証拠！

●「越の雫」とは

　収穫農園は、農家が丹精込めて栽培した農作物を、市民の皆さんが自分
で収穫するもので、農家との交流を通して農業への理解を深めてもらうた
めに実施しています。
「越の雫」も、例年9月中旬ごろに西川地区升潟のいちじく農園で収穫農
園を実施しています。子どもから大人まで幅広い参加者から好評です。

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、今年度は中止となりました

●収穫農園

　つぶつぶの食感と独特の香り、ほのかな甘みが特徴です。血圧を下げる
効果があるカリウムや、ペクチンをはじめとした食物繊維なども多く含ま
れ、高い栄養価で美容と健康にも良いと言われています。

　過去に行われた「西蒲区食の銘産品食べ方コンテスト」で優秀賞を
受賞したレシピを紹介します。

材料・分量（4人分）
ホットケーキミックス…100グ
ラム
バター…80グラム
卵…2個
砂糖…50グラム
越の雫の甘煮（★作り方参照）
…3～4個分

作り方
★越の雫の甘煮
ヘタの部分を切って皮付きのま
ま越の雫の重さの1/2～1/3の砂
糖を加えて煮詰め、冷凍する。

●越の雫のマドレーヌ
①バターを1分～1分半程度電子レンジにかけ、溶かす。
②ボウルに卵と砂糖を入れて、よく混ぜる。
③溶かしバターを少しずつ加える。
④越の雫の甘煮を加えて、泡だて器でトントンと越の雫をつぶす。
⑤ホットケーキミックスを加えて、滑らかになるまで混ぜて型に流　
　し、170度のオーブンで20分焼く。

●特徴

選ぶポイント
・ふっくらとおおきいもの
・表面の皮に張りと弾力があるもの
・香りのよいもの

食べ頃
・お尻の部分が裂けそうになっている
・ヘタのところまで赤褐色に染まる
※お尻の部分が裂けているほうが完熟に近く食味が良いと言われています

●おいしいいちじくの見分け方

　岩室子育て支援センター（岩室保育園内）
　令和3年7月～9月生まれの赤ちゃん（第1子）とその母親
先着10組程度
※講座はBP認定ファシリテーターが進行します
　あす4日（月）午前9時から電話で健康福祉課児童福祉係
（☎0256-72-8369）へ
♥参加したお母さんたちの声♥
・近い月齢の赤ちゃんやお母さんと交流ができ、親子ともに成長できた
・同じ月齢の赤ちゃんたちとの交流が初めてでドキドキだったけど、参加
　して毎回楽しく勉強になることがいっぱいでとてもよかった
・生活している中で不安に思ったことを聴く機会ができたので、とても助かった

　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4回連続の講座です。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、楽しく交流しながら
子育てについて学び、親子の絆を深めましょう。

頑張りすぎ ませんか プ グ

赤ちゃんがきた!赤ちゃんがきた!
親子の絆づくり（愛称 : BP）プログラム

内　容期　日 時　間
11月25日(木)
12月 2日(木)
12月 9日(木)
12月16日(木)

新しい出会い
赤ちゃんのいる生活
赤ちゃんとの接し方
親になること

午前10時～正午

ま ち の
話 題 !

10月31日(日)まで
上堰潟公園で
「わらアートまつり」開催中!

鳳凰
ほうおう

ほうおう

三角達磨
だるま

だる

ま

いちじく
☎0256-72-8407）

越の雫西蒲区の銘産品
こ　し しずく

ますい ▼昨年度の収穫農園の様子

～「越の雫」を使ったレシピ～

一年中、越の雫が楽しめる！
越の雫のマドレーヌ

に し か ん  22 令和3年 10月3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）



■おもちゃ病院にいがた西蒲病院
　持ち込まれたおもちゃを診断し、治療（修
理）します。
　開催中～令和4年3月 毎月第3土曜
午後1時～3時
　同館
　修理費無料（ただし、材料費や電池代を
負担してもらう場合あり）
　同館

●発育測定
　10月6日(水)・7日(木)午前9時半～午
後3時半
●おはなしぱぴぃ「絵本読み聞かせ」
　10月7日(木)午前10時45分～
●作って遊ぼう「ハロウィン」
　10月13日(水)・14日(木)午前10時半
～11時半、午後1時半～3時半
●ころころミニ音楽会
　10月22日(金) 午前10時半～
　10月15日(金)から直接または電話で
同センターへ

●親子講座「親子で一緒に遊びましょう」
　あす4日(月)午前10時～11時
講師　藤村陽子さん（リトミックイン
ストラクター）
　直接または電話で同センターへ
（人数制限あり）
●作って遊ぼう「ハロウィン気分を味わい
ませんか？」
　10月12日(火)・13日(水)随時

●育児講座「こども園ってどんなところ？」
10月12日(火)午前10時40分～11時

10分
講師　中之口こども園 園長
　直接または電話で同センターへ
（人数制限あり）
●赤ちゃん広場「リラックスヨガ」
10月14日(木)午後2時40分～3時20分

講師 渡辺佳子さん（ヨガインストラク
ター）
　直接または電話で同センターへ
（人数制限あり）

　10月の休館日は、12日(火)午後で
す。
　新型コロナウイルス感染症の拡大防
止のため、当面の間、通常と異なる利
用方法とします。詳細はホームページ
で確認してください。ご理解とご協力
をお願いします。

　①10月8日(金)午前9時半～11時45
分、②午後2時～4時
　①西蒲区役所、②福田道路株式会社
技術研究所（西川第一産業センター）
持ち物　献血手帳・カード、運転免許
証などの身分証明書
　健康福祉課健康増進係
（☎0256-72-8380）

　巻地域の日本酒、ワイン、地ビール
の販売、巻地区料理業振興会加盟店の
お弁当の販売を行います。チケットは
当日販売します。
　10月15日(金)午後4時半～8時
※小雨決行
　巻神社境内
　西蒲区在住または在勤の人 200人程
度
その他　会場では、人同士の距離の確
保・除菌をはじめとした感染症対策を
行います。感染症対策の一環として、
入場者は会場入り口での検温・消毒お
よび住所・氏名・連絡先の記入が必要
です。また、新型コロナウイルス感染
症の拡大状況により、内容が変更にな
る場合があります。
　巻観光協会（☎0256-72-8736）

　角田浜をガイドします。角田岬灯台
をスタートし、判官舟隠しや七面大天
女岩屋などを案内します。
　10月17日(日)午前9時15分～11時半
（受付：午前9時～）
集合場所　角田浜海水浴場 角田岬灯台
下駐車場
　先着20人
　500円
持ち物　飲み物、懐中電灯
　電話またはメールで同会 乙山
（☎090-2140-6401、メール
kojunotoyama@outlook.jp）へ

　越前浜追分地区付近の空き缶拾いを
行います。一緒にボランティアで空き
缶拾いをしませんか。
　10月24日(日)午前10時～11時半
集合・解散場所 旧県立青少年研修セン
ター前
　西蒲区在住の人 先着8人程度
持ち物　手袋
その他 ゴミ拾い用はさみ、ゴミ袋は主
催者が用意
　勤労者協議会おとなりさんネット
ワーク　梨本（☎090-1659-2752）
へ

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

　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。感染症予防
のため、催しなどに参加する際はマスクを持参し着用してください。

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

さくらんぼ
025-375-5690

なかのくち子育て支援センター
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

お知らせお知らせお知らせ
献血（全血）のお知らせ

催　し催　し催　し
巻観光協会　ヒヤガーデン

角田ガイドの会あんでこ～
灯台・岩屋コース まち歩き

地域のゴミ回収 空き缶拾い

問

問

問

　小学生を対象に、楽しみながら環境やエコについて学べる科学実験型ステージイ
ベントを開催します。

　長引くステイホーム。なかなか出かけることもできなくてストレスや悩み事もたま
りがち。そんなストレスや悩み事をおうちで少しでもスッキリさせませんか。心と体
の両方からアプローチしておうち時間をピカピカハッピーに！

　巻地区公民館
　1～3歳の子どもの保護者 8人 保育 10か月～3歳の未就園児 4人
※②のみ保育はありません。お子さんも講座室で一緒に運動します。サポートのた
め、保育者が講座室内で待機します
※受講および保育は、応募多数の場合は抽選です
　あす4日(月)～24日(日)までに、電話または
インターネットで巻地区公民館（☎0256-72-3329）へ
※電話での受付時間は、平日午前9時～午後5時までです

　西蒲方面隊では初めてとなる
機能別消防団員（新潟県農業大
学校1年生4人）が入団し、8月29
日(日)に辞令交付式を行いまし
た。

機能別消防団員とは
　学生を対象とした制度で、学業に専念しつつ、より社会貢献できるような活動
環境整備を図ることを目的とし、令和2年4月1日に導入されました。主な活動内
容は、以下のとおりです。
・各種イベントなどでの広報
・自主防災訓練指導
・応急手当指導
・各種訓練補助　
　西蒲消防署地域防災課消防団係（☎0256-72-3309）

　新潟市では、稲わら・もみ殻を活用し
た土づくりを推進していますが、一部で
稲わらなどが焼却され、その煙は喘息
などの健康被害や、道路交通の障害
の原因となるなど、生活環境への著し
い悪影響がでています。稲わら・もみ殻
の焼却は絶対にやめて、環境にも人に
もやさしい農業を実践しましょう。

　昨年は県内で約1トンの米の盗難被
害がありました。大切な米を盗まれない
よう、被害の防止に努めてください。

① かけを徹底する
②防犯ブザー・センサーライトなどで
防犯環境を整備する
③不審者（車）に警戒する

　10月23日(土)午後1時半～3時
　西川多目的ホール（西川図書館内）
　エコ実験パフォーマンスショー
講師　らんま先生（環境カウンセラー）
　小学生（保護者同伴可）抽選100人
　市役所コールセンター（☎025-243-4894）
受付時間　午前8時～午後9時
申込期間　受付中～10月10日(日)
※申込期間終了後、抽選を行って結果を通知します
　区民生活課生活環境係（☎0256-72-8312）

内　容時　間期　日

らんま先生 空気砲の実演

親子でスキンシップ！
からだスッキリ ベビーヨガ

①11月8日(月)

②11月22日(月) 午前10時～正午

③11月29日(月)

健康なカラダはピカピカな歯から！

絵本から学ぶいろんなコト

エコ実験パフォーマンスショー！

稲わら・もみ殻の焼却 米の盗難被害防止を !
ストップ！

知って！学べて！楽しめる！

インターネット
での申し込みは
こちらから

心もカラダもピッカピカ おうち時間をハッピーに

写真左から、郝好香さん、駒沢藍
良さん、西蒲方面隊長、増田史奈
さん、林大河さん

かくよしか　　　　　　　　あい

ふみなら

新潟市消防団西蒲方面隊に機能別消防団員が入団！

公民館公民館公民館
岩室地区公民館 ☎0256-72-8844

　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、気軽に問い合わ
せてください。

産業観光課農業振興グループ（☎0256-72-8407）

令和3年 10月3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》


