
　学年を越えて編制した班でサツ
マイモを育て、スイーツにしました。
児童が地元の和菓子屋さんと協力
し、大福とパウンドケーキを開発。
ボランティアと一緒に作ったサツマ
イモがさらにおいしく商品化され、
充実した活動になりました。
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児童が地元の和菓子屋さんと協力
し、大福とパウンドケーキを開発。
ボランティアと一緒に作ったサツマ
イモがさらにおいしく商品化され、
充実した活動になりました。

問い合わせ　西蒲区教育支援センター（☎0256-72-8560）

岩室小学校

　岩室地域コミュニティ協議会に
よる地域を明るく元気にするため
のイルミネーション事業に、児童が
参画しました。沖野会長の事業説
明を聞いた児童はすてきなメッセー
ジとデザインを提案。完成品を目に
し、地域愛をさらに深めました。
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明を聞いた児童はすてきなメッセー
ジとデザインを提案。完成品を目に
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　市では、学校が地域に開かれ地域とともに歩むことができるように、地域のネットワークづくり
や協働事業などを推進し、「学・社・民の融合」による学校教育を進めています。そのために、全ての
学校に「地域教育コーディネーター」を配置して、地域と連携・協働したさまざまな活動を行い、事
業の目指す姿「学校が元気に、地域が元気に、子どもが元気に」の実現に向け取り組んでいます。
　前号に引き続き、今号では区内の小中学校および西特別支援学校の令和3年度パートナー
シップ事業の活動の様子を紹介します。
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和納小学校

学校が元気に！地域が元気に！そして子どもが元気に！

　校地内の梅の木から完熟した梅
を収穫し、梅干し作りにチャレンジ
しました。野菜の栽培を教えても
らっている畑の先生に指導しても
らい、干す・漬けるなどの工程を経
て、すっぱくおいしい梅干しに仕上
がりました。

　校地内の梅の木から完熟した梅
を収穫し、梅干し作りにチャレンジ
しました。野菜の栽培を教えても
らっている畑の先生に指導しても
らい、干す・漬けるなどの工程を経
て、すっぱくおいしい梅干しに仕上
がりました。

曽根小学校

　6年生が地域を盛り上げるため
に「そら野テラス」とコラボした商品
開発を始めて5年目。今年度は、色
鮮やかな西川産野菜と牛肉がベス
トマッチした「GO！GO！よろンバ丼」
を開発。児童の夢が実現できる大
変有意義な学習となっています。
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「学」は学校、「社」は公民館や図書
館などの社会教育施設、「民」は
地域住民、家庭、地域の諸団体や
企業です。

「学」は学校、「社」は公民館や図書
館などの社会教育施設、「民」は
地域住民、家庭、地域の諸団体や
企業です。

鎧郷小学校

　4年生は、升潟でたくさん作られ
ているいちじく「越の雫」に着目。い
ちじく畑に初めて入り、いちじくの育
て方や収穫方法を農園の人に教え
てもらいました。採れたてのいちじく
はとても甘く、升潟のいちじくを広め
ていきたいと、地域の良さを再発見
しました。
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升潟小学校

　2年ぶりの実施となった弥彦山
への全校登山（裏参道コース）は、
とても気持ちの良い天気に恵まれ
ました。たくさんのボランティアに
見守られながら頑張って登った児
童の顔は、達成感に満ちあふれて
いました。
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童の顔は、達成感に満ちあふれて
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潟東小学校

　越王太鼓保存会の皆さんを招い
て、和太鼓演奏を鑑賞し、和太鼓を
たたく体験をしました。中学生の生
徒は、迫力ある太鼓の音に目を丸
くして聴き入っていました。たたき
方を丁寧に指導してもらい、リズム
よく演奏することができました。
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くして聴き入っていました。たたき
方を丁寧に指導してもらい、リズム
よく演奏することができました。

西特別支援学校

　地域の人の学びの拠点づくりと
して、令和元年度に「岩室よろってク
ラブ」が発足し、活動を始めました。
今年度はコロナ禍ですが、感染症対
策を徹底しながら活動し、毎月第2
木曜に折り紙や工芸などを楽しく学
び合っています。
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岩室中学校

　防災教育に力を入れています。
今年度は、4回の防災体験学習を
行いました。昨年11月19日(金)に
は、避難所運営ゲーム「HUG（ハ
グ）」を通して、災害時に避難所開
設となった場合、中学生の自分たち
に何ができるのかを考えました。
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西川中学校

　１年生を対象に、3人の講師を
招いて「働く人から学ぼう」をテー
マに職業講話を実施しました。講
師の体験を基に、その職業に就く
きっかけや、やりがい、苦労話を聞
き、働くことの意義を学ぶ良い機
会になりました。
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きっかけや、やりがい、苦労話を聞
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潟東中学校

　令和4年度から、新潟市内の全小中学校と特別支援学校で、コミュニティ・ス
クールの取り組みが始まります。
　西蒲区では、潟東小学校と潟東中学校がモデル校として令和3年度からコ
ミュニティ・スクールに取り組んでいます。
　昨年7月には、小中学校合同で学校運営
協議会（写真）を開き、「子どもの適正なメ
ディア利用」と「タブレットの家庭への持ち
帰り」をテーマとして活発な話し合いを行い
ました。メディアの利用により家庭での会話
が減ってきていることから、使用する時間
や使い方を子どもと一緒に考えることが大
切だ、などの意見が出されました。
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「コミュニティ・スクール」とは
　保護者・地域・学校が一体となって子どもの成長を支える体制を築
き、「これからの社会をたくましく生き抜く力の育成」を目指した「地域
とともにある学校」づくりを進めるもの。

「コミュニティ・スクール」とは
　保護者・地域・学校が一体となって子どもの成長を支える体制を築
き、「これからの社会をたくましく生き抜く力の育成」を目指した「地域
とともにある学校」づくりを進めるもの。

来年度からコミュニテイ・スクールが始まります

校校が元気に！地域が元気に！そして子どもが元気に！
地域と学校パートナーシップ事業を紹介します地域と学校パートナーシップ事業を紹介します

第2弾 「学・社・民の融合による教育」
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「融合」

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 ≫
2月20日

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

● 西蒲区データ　　人口 54,968人（－75）　世帯数 20,770世帯（－4）　男 26,641人（－33）　女 28,327人（－42） ※1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

参加者の声
•記録することで意識が高まり、生活リズ
　ムを見直すことができた。
•景色を楽しみながら散歩し、天気の悪い
　日もコースを工夫して歩いた。これから
　も続けていきたい。
•病気をして弱気になっていたが、ウオー
　キングをきっかけにまた体を動かしてみ
　ようと思う。
•今年は目標達成できなかったので、来年
　は頑張りたい。

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。

ひまつ

対　　象　西蒲区内に在住・在勤または通学する人
回答方法　ファックス（0256-72-6022）、または
　　　　　市ホームページ「かんたん申込み」
回答期限　令和4年3月22日(火)
回答内容　① 年齢（20代以下、30～50代、60代、70代以上）
　　　　　② 職業
　　　　　③ お住まいの地区
　　　　　④ 西蒲区の魅力は何だと思うか？
　　　　　⑤ 西蒲区の課題は何だと思うか？
　　　　　⑥ 将来どんなまちになってほしいか？
そ の 他 いただいた意見は「次期区ビジョンまちづくり
　　　　　計画」策定に向けて参考にするほか、アンケート
　　　　　結果を区だよりや市ホームページで公開する予定です。

「にしかんウオーキングチャレンジ」に参加いただき、ありがとうご
ざいました。今年度は、昨年度から64人増え、176人の参加者から手
帳が提出されました。

●令和4年度も開催予定です！
　提出した手帳に「来年度も続けてほしい」と書いてくれた人が何人もい
ました。来年度も同時期に「にしかんウオーキングチャレンジ」を開催予
定です。詳細が決まり次第、市ホームページや区だよりなどでお知らせし
ます。

●いつでもウオーキング手帳
　1年間の歩数などを記録できる手
帳（青色）と、2人で楽しく半年間
記録できるペア手帳（オレンジ
色）を、区役所健康福祉課 健康増
進係（1階9番窓口）、巻地域保健
福祉センター、各出張所などに設
置しています。
　チャレンジ開催までの間に活用
してください。

　健康福祉課 健康増進係（☎0256-72-8380）

地域総務課 地域・安心安全グループ（☎0256-72-8156）

相談時間

①午後1時半～2時半
②午後2時半～3時半

3月 相談会場
15日(火)
17日(木)
24日(木) 中之口地区公民館

西川健康センター
巻地域保健福祉センター

定例日健康相談会のご案内

♡ステップ離乳食（要予約）
　3月14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2回食・3回食の進め方、体
重測定（希望の人）
　生後6か月以上の乳児の保護者 先
着15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）
　2月23日(祝)～3月12日(土)までに
市役所コールセンター
（☎025-243-4894）へ

♡育児相談会（要予約）
　3月18日(金)（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
　区内在住の乳幼児の保護者
持ち物　母子健康手帳、バスタオル
　開催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

　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。
　感染症予防のために、マスクを持
参・着用してください。

♡はじめて離乳食（要予約）
　3月28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
　離乳食のはじめ方と進め方、体重
測定（希望の人）
　生後5か月ごろの乳児の保護者 先
着15人
持ち物　母子健康手帳、バスタオル
（赤ちゃん連れの場合）
　2月23日(祝)～3月26日(土)までに
市役所コールセンター
（☎025-243-4894）へ

【3月の健診のお知らせ】
•股関節検診
•1歳誕生歯科健診
•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て
います

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

問

要予約）
後1時半～22時半
分～）

新型　新型
により
合には
せしま
　感染
参・着

よよだよだよだよだよだよりりりりりりりりりりりりり
373737222222

　保健師・栄養士が個別で健康相談に応じます。体組成測定（体脂肪率や筋肉
量など）、血圧測定、血管年齢測定、生活習慣病予防のためのアドバイス
持ち物　健康診断や人間ドックなどの結果、内履き
　各相談日の2日前までに電話で巻地域保健福祉センター(☎0256-72-7100）へ

手帳提出者に、あす21日(月)に結果と参加賞を発送予定です！

「にしかんウオーキングチャレンジ」
　　　　　結果・参加賞 発送のお知らせ

アンケート概要

　新潟市総合計画（にいがた未来ビジョン）で「区ビジョン基本方針」
に書かれている区の将来像や目指す区のすがた実現に向け、さまざまな
取り組みをまとめたものが「区ビジョンまちづくり計画」です。
　現在の計画期間が令和4年度で終了するため、現在、次期計画の策定
を進めています。
　次期計画は、令和5年度から令和12年度までの8年間です。

「西蒲区 区ビジョンまちづくり計画」とは

「かんたん
申込み」は
こちらから
▶▶▶ 「西蒲区 区ビジョンまちづくり計画」の内容は、

区ホームページから見ることができます

▲西蒲区自治協議会委員が参加したワークショップの様子▲

▶▶▶

次期区ビジョンまちづくり計画アンケート次期区ビジョンまちづくり計画アンケート
未来の子どもたちに引き継ぐ持続可能なまちづくりのために
西蒲区をどんなまちにしたいですか？
あなたが思い描く西蒲区の未来像を教えてください。

西蒲区の未来を一緒につくろう!

に し か ん  22 令和4年 2月20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）



会長　畔柳（☎0256-73-2239）

　新潟県司法書士会では、毎年3月を「借
金・滞納、その請求に困ったら司法書士
へ」強化月間と定め、司法書士による無料
電話相談を実施します。
　3月1日(火)～31日(木)午前10時～正
午、午後1時～4時 ※土・日曜、祝日を除く
無料相談電話番号　025-240-7974
※オペレーターが担当司法書士の電話番
号を案内します
借金、奨学金、銀行カードローン、滞納家

賃などの金銭の請求を受けている人や裁判
を起こされた人などを対象とした電話相談
　新潟県司法書士会事務局
（☎025-244-5121）

　新潟県カウンセリング協会「傾聴の会」
による無料カウンセリングを行います。夫
婦、家族、仕事、転職、人間関係など、さま
ざまな悩みに心理カウンセラーが対応し
ます。
　3月13日(日)・27日(日) いずれも午前9
時～正午
　クロスパルにいがた（中央区礎町通3）
　先着10人
その他　相談時間1人50分
　各開催日の前日までに電話で新潟県カ
ウンセリング協会　傾聴の会　阿部
（☎090-3210-0051）へ

■新潟県高齢者総合相談センター
　高齢者やその家族が抱えるいろいろな
心配事・悩み事の相談を受けています。
一般相談　平日午前9時～午後5時
法律相談　3月14日(月)・28日(月) 
いずれも午後1時半～4時
※法律相談は要申し込み
　新潟ユニゾンプラザ（中央区上所2）
　電話で新潟県高齢者総合相談センター
（☎025-285-4165）へ
■新潟県認知症コールセンター
　認知症の人やその家族が抱える心配事・
悩み事に関する相談を受けています。
　平日午前9時～午後5時
　新潟県認知症コールセンター
（☎025-281-2783）

　見えない、見えにくい人のための拡大読
書器やさまざまな便利グッズがあります。
誰でも参加できます。
　3月3日(木)午後1時～3時

　ふれ愛プラザ（江南区亀田向陽1）
　社会福祉法人 新潟県視覚障害者福祉
協会 吉田(☎025-381-8118)

　3月6日(日)午後2時～4時（開場：午後1
時半～）
　新潟市音楽文化会館（中央区一番堀通町）
　ベートーヴェン：交響曲第3番「英雄」、
ワーグナー：ジークフリート牧歌、ほか
　定員530人（車いすスペース5席）
入場料　800円（全席自由）
チケット販売所　新潟市音楽文化会館、コ
ンチェルト、新潟市北区文化会館
　りゅーと新潟フィルハーモニー管弦楽団 
団長（☎090-4013-4916）

　ボランティアで外国人へ日本語を教え
たい人のための講座を開講します。日本
語の教え方を学ぶ実践的な講座に、参加
してみませんか。
　4月10日(日)～8月28日(日)の第2・4
日曜（全10回） いずれも午後1時～3時
　クロスパル新潟（中央区礎町通3）
　日本語を教えることに興味のある人 先
着10人
　初回1,000円、2回目から500円
持ち物　筆記用具
　3月31日(木)までに、いろはにほん語教
室 長谷川(☎080-4058-6640)へ

■傾聴講座～役立つ会話！一緒に学んでみ
ませんか～
　日①3月27日(日)午前10時～午後4時
半、②3月28日(月)午前9時～正午
　同館
　①傾聴入門講座、介護者の傾聴、ほか、
②スキルアップでコミュニケーション能力
を高めましょう
　各日先着50人
講師　鈴木絹英さん（NPO法人 日本傾
聴ボランティア協会理事長）
　①②とも参加の場合：1,500円、①また
は②のどちらかのみ参加の場合：1,000円
持ち物　筆記用具、昼食、飲み物
　電話で同館へ

　まん延防止等重点措置の適用に伴い、
掲載するイベントはありません。

　まん延防止等重点措置の適用に伴い、
掲載するイベントはありません。

　まん延防止等重点措置の適用に伴い、
掲載するイベントはありません。

　オンライン相談（Zoom）を行っていま
す。日時は毎週金曜午後1時～3時で、事
前予約が必要です。詳しくは、かるがも広
場の日程表裏面か、鎧郷保育園ホーム
ページを確認してください。

　まん延防止等重点措置の適用に伴い、
掲載するイベントはありません。

●ベビーマッサージ・育児相談
　3月8日(火)午前10時半～
講師　鷲尾智恵子さん（助産師）

　先着4組
　直接または電話で同センターへ

　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。

　チューリップの花で作る巨大花絵のデ
ザイン画を募集しています。2022年の
テーマは「ありがとう！」。あなたが考える
「ありがとう！」をデザインしてください。
募集期間　募集中～3月15日(火)
応募方法など 詳細はにいがた花絵プロ
ジェクトホームページ
（http://www.niigata-hanae.jp/）を確
認するか、事務局まで問い合わせてください。
その他　最優秀賞（1点）、入賞（10点）を
選考し、4月初旬ににいがた花絵プロジェ
クトホームページなどで発表します。
　にいがた花絵プロジェクト事務局 早川
（☎025-222-8710）

　フードバンクにいがたでは、食品を必要
な人に支援するための食品の寄贈受付を
随時行っています。
　施設営業時間内
　西蒲区社会福祉協議会（巻ふれあい福
祉センター1階）、読売センター巻中央
受付できる食品など　賞味期限が1カ月
程度ある常温の未開封品（米・缶詰・袋麺・
レトルト食品など）、未開封のマスク・生理
用品など
　特定非営利活動法人 フードバンクにい
がた 真木（☎025-282-7374）

　令和3年の西蒲警察署管内（西蒲区お
よび弥彦村）での交通事故は73件で、年
間死亡事故は0件となりました。年間死亡
事故ゼロは過去10年間で3回目です。
　これからも、西蒲地区の交通事故が1件
でも減少し、死亡事故ゼロが1日でも長く
続くことを願っています。皆さんの協力を
お願いします。
　公益財団法人 西蒲地区交通安全協会

　昨年12月に升岡地内の交差
点に、新たにLEDの道路照明灯
が取り付けられました。
　これは、東北電力ネットワーク
株式会社新潟電力センターから
寄贈されたものです。
　今回の設置により、周辺が明
るくなり、より安全に通行するこ
とができるようになりました。

　スマートフォンなどのアプリ「マチイロ」で
の市報と区役所だよりの配信は、３月20日号
で終了します。新潟市LINE公式アカウント=
下=で「市報にいがた・区役所だより電子版」
を登録すると、発行日に
プッシュ通知を受け取る
ことができます。
広報課

（☎025-226-2089）

ころころ広場ころころ広場（世代交流館 どんぐりの舎内）（世代交流館 どんぐりの舎内）（世代交流館 どんぐりの舎内）
0256-72-6240問

さくらんぼさくらんぼさくらんぼ
025-375-5690

（中之口こども園内）（中之口こども園内）
問

ぽかぽかコアラぽかぽかコアラ
0256-82-2900

（岩室保育園内）（岩室保育園内）
問

0256-82-2169
（岩室地域児童館）（岩室地域児童館）

問

あそびの山あそびの山

相　談相　談相　談
司法書士による無料電話相談

無料カウンセリング

新潟県高齢者総合相談センター・
認知症コールセンター 
相談窓口のお知らせ

催　し催　し催　し
拡大読書器および便利グッズ展示・体験会

お知らせお知らせお知らせ
にいがた花絵プロジェクト
30周年記念花絵のデザインを募集

フードバンクにいがたからのお知らせ

りゅーと新潟フィルハーモニー管弦楽団
第4回 定期演奏会

日本語ボランティア養成講座

令和3年の西蒲警察署管内での
交通死亡事故ゼロ

問

問

問

問

問

問

問

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

子育て子育て子育て（子育て支援センター・児童館）（子育て支援センター・児童館）

かるがも広場かるがも広場（鎧郷保育園併設）（鎧郷保育園併設）（鎧郷保育園併設）
0256-88-2286問

ぴよぴよぴよぴよ
0256-86-2023

（かたひがし保育園内）（かたひがし保育園内）
問

トマトくらぶトマトくらぶトマトくらぶ
0256-78-8817

（めぐみこども園併設）（めぐみこども園併設）
問

公民館公民館公民館
黒埼地区公民館 ☎025-377-1420

市LINE公式
アカウント

市報にいがた・区役所だより
アプリ「マチイロ」での配信を終了

　次回の第9回西蒲区自治協議会は次のとおり開催予定です。
※新型コロナウイルス感染症の拡大状況により、書面開催または中止となる場 
　合があります
　2月24日(木)午後から　　　巻地区公民館
　地域総務課 地域・安心安全グループ（☎0256-72-8156）

令和3年度　西蒲区自治協議会 市道の交差点に道路照明灯を設置

建設課 維持係
（☎0256-72-8513）

まん延防止等重点措置の適用延長に伴い、公民館などの各種施設や子育て
支援センター・児童館は、3月6日(日)まで休館となります。適用期間外で本紙に
掲載した催しなども、中止となる場合があります。本市ガイドラインに基づき、感
染症対策を講じた上で実施予定の市主催事業も同様です。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。

令和4年 2月20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》


