
段ボールでたい肥作り　■日26日（火）
10時～11時半　■定先着20人
動物愛護センター（中央区清五郎） 
３月の催し
犬と猫の譲渡会　■日犬…２日（土）・
11日・18日（月）・24日（日）13時～
15時▷猫…４日（月）・10日（日）・22
日（金）・31日（日）13時～14時　
※過去１年間に譲渡前講習を受講し
た人は猫は13時半から、犬は14時
から　■￥無料　■申開催日前日の17
時までに所定の申込書を同センター
（☎025-288-0017）へ　※申込書は
申込先、区役所区民生活課（中央区は
窓口サービス課）で配布。市HPにも
掲載。譲渡対象動物がいない場合は
譲渡前講習のみ開催　
犬の飼い方相談会　■日６日（水）13時
～14時　■定先着８人　※犬の同伴
可。１人15分まで　■￥無料　■申２月
20日（水）９時から電話で同センター
佐潟水鳥・湿地センター（西区赤塚）
白鳥講座とミニライブ
■日３月10日（日）
13時半～14時半　
■￥無料　■問同セン
ター（☎025-264-
3050）

■￥入場無料　■問秋葉区役所産業振興
課（☎0250-25-5340）
エコープラザの催し（東区下木戸３）
■問同施設（☎025-270-3009）
リサイクル品展示提供　■日３月２日
（土）～14日（木）９時～17時　※月
曜を除く。本市在住の小学生以上１
人１点　抽選日時３月17日（日）14
時から
フリーマーケット出店者募集　■日３
月10日（日）10時～13時　■定20区
画　■￥１区画500円　■申２月24日
（日）までに電話で同施設
♣３月の催し
■￥無料　■申２月20日（水）９時から電
話で同施設
包丁研ぎ講座　■日２日（土）10時、10
時半、11時、11時半　 ※各30分　
■対18歳以上　■定各回先着６人　
エコたわし作り　■日２日・９日（土）
10時～12時　■定各回先着10人　
おもちゃ病院　■日16日（土）13時半
～15時　
おもちゃ修理講座　■日16日（土）13
時半～15時　■定先着５人　
古着・布でコサージュ作り　■日19日
（火）13時、14時半　※各１時間　
■対18歳以上　■定各回先着６人　

遺跡発掘調査速報会　■日２
月24日（日）10時半～15時
半　■場市民プラザ（NEXT21・
６階）　■定先着400人　■￥無料
子持勾

まがたま

玉作り　■日３月10日（日）
10時～16時、17日（日）13時～16時
（全２回）　■場弥生の丘展示館（秋葉
区蒲ヶ沢）　■対小学生以上（小学生は
保護者同伴）　■定20人　■￥1,000円　
■申２月28日木曜（必着）までに、往復
はがきに基本事項、参加者全員の電
話番号を記載し、〒950-1122、西
区木場2748-１、同センターへ
世界希少・難治性疾患の日
新潟大学管弦楽団による弦楽四重奏、
難病患者との交流会、ほか　■日２月
28日（木）13時半～15時半　■場西新
潟中央病院（西区真砂１）　■￥無料　
■問保健管理課（☎025-212-8183）　
※感染予防のためマスク着用
うららこすど（秋葉区小須戸） 
日本ボケ展
ボケの花約15,000鉢の展示・販売、
アザレアなど各種鉢花の展示　■日３
月１日（金）～10日（日）９時～17時　
※10日は16時まで　■￥入場無料　
■問秋葉区役所産業振興課（☎0250-
25-5340）
文芸講演会
「會津八一と良寛の書」
■日 ３月１日（金）14時～15時半　
■場日報ホール（中央区万代３）　講師
角田勝久（新潟大学教育学部准教授）　
■定先着150人　■￥無料　■申２月20
日（水）から往復はがきに基本事項を
記載し、〒950-0088、中央区万代
３-１-１、會津八一記念館（☎025-
282-7612）へ
A
あ き は

kihaクリスマスローズ展
■日３月２日（土）・
３日（日）９時～16時　
■場食育・花育セン
ター（中央区清五郎）　

連合会へ　■問障がい福祉課（☎025-
226-1238）

催し物
旧小澤家住宅の催し
（中央区上大川前通12）

■問同施設（☎025-222-0300）
❶ひな人形とからくり人形展　■日２
月23日（土）～３月17日（日）９時半
～17時　※月曜休館　
❷箏

こと

と尺八の演奏会　■日２月23日
（土）13時半～14時半　
❸稲わらで作るひな人形　■日２月24
日（日）10時、13時　※各２時間　
❹フラワーアレンジメント　■日３月
２日（土）10時～15時
❺からくり人形実演　■日３月２日
（土）・３日（日）13時、15時　※各１
時間
■定❷❹❺20人❸10人　※各回先着　
■￥❶❷❺無料❸1,000円❹1,500円　
※別途要入館料　■申❷～❺２月20
日（水）９時半から電話で同施設
妊娠・子育てほっとステーション
inアピタ
助産師や保健師の妊婦・育児相談、
赤ちゃん人形抱っこ体験、ほか　
■日２月23日（土）10時～14時　■場ア
ピタ新潟亀田店（江南区鵜ノ子４）　
■￥無料　■問こども家庭課（☎025-
226-1205）
巻郷土資料館（西蒲区巻甲） 
あの日・あの時・あの頃展
絵はがき、マッチのラベル、1964年
東京オリンピックポスターを展示　
■日２月24日～３月24日（日）９時～
16時半　※月曜、３月22日（金）休館　
■￥無料　■問同館（☎0256-72-6757）　
※会期中の日曜11時から「のぞきか
らくり」を実演
歴史を学ぶ催し
■問文化財センター（☎025-378-
0480）
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地域の宝「潟」を巡ろう

　古くから越後平野の湖沼は「潟
かた

」と呼ばれてきました。市内には16の潟が
あり、多くの動植物が生息・生育しています。地域の宝である潟に出掛け、
それぞれの潟の「個性」を感じてみませんか。潟の詳しい内容は冊子「みんな
の潟

かた

学
がく

～越後平野における新たな地域学」に掲載しています。
■問 潟環境研究所（☎025-226-2072）

●潟の紹介

❶福島潟（北区新鼻甲、ほか）　オニバスが
生息する市内最大の潟。冬にオオヒシクイ
が飛来。春に菜の花が群生。野鳥観察舎雁

がん

晴
ば

れ舎　観察施設水の駅「ビュー福島潟」

❷内沼潟（北区内沼）　かつて福島潟と
つながっていた小さな潟。江戸時代に
福島潟から分離。

❸十二潟（北区十二、ほか）　阿賀野川
の一部が残った三日月湖。かつては阿
賀野川の本流。地元では「古阿賀」とも
呼ばれる。

❹松浜の池/ひょうたん池（北区松浜）　
阿賀野川と日本海のすぐそばの砂丘地
に位置。希少なトンボ類が生息。

❺じゅんさい池（東区松園２）　初夏に
はホタルが飛び交う。池の名前は水生
植物「ジュンサイ」に由来。

❻鳥屋野潟（中央区鳥屋野、ほか）　都
心部に自然環境を残す潟。冬に数千羽の
ハクチョウ、カモ類が飛来。桜の名所。
野鳥観察舎鳥

とり み あ ん

観庵

❼清
せいご ろ う が た

五郎潟（中央区清五郎）　鳥屋野潟
の南側に位置。ハクチョウのねぐらに
もなる。潟の名前は新田開発に携わっ
た人名に由来。

❽北山池（江南区北山）　亀田砂丘のく
ぼ地にできた池。春に緑色の桜が咲く
「御

ぎ ょ い

衣黄
こう

」がある。初夏はハスの花が咲
く。

❾六郷ノ池（秋葉区六郷）　阿賀野川の
河道跡にできた池。ヘラブナ釣り場と
して知られている。

10北上の池（秋葉区北上）　能代川左岸
の堤防沿いに位置する小さな池。地元
では「切

きり

所
しょ

」とも呼ばれる。

11佐潟（西区赤塚）　市内唯一のラムサー
ル条約湿地。冬に多くの野鳥が集まる。初
夏にハスの花が咲く。野鳥観察舎潟

かたみ ど り

見鳥　
観察施設佐潟水鳥・湿地センター

12御
み た ら せ が た

手洗潟（西区赤塚）　佐潟の北側に
ある潟。潟の名前はかつて近くの神社
へ参拝する際に、この潟で身を清めた
ことに由来。

13ドンチ池（西区赤塚、ほか）　“尼
あま

寺
でら

”な
どの多くの伝説が残る池。池の名前は
土地などの権利争いがあった場所「論

ろん

地
ち

」に由来するといわれる。

14金巻の池/水
み と わ い け

戸際池（西区金巻、ほか）　
中ノ口川の堤防が破

は

堤
てい

してできた池。
地元では「宮池」とも呼ばれる。

15上
うわせきがた

堰潟（西蒲区松野尾）　角田山の麓
の潟。春に桜や菜の花が咲く。豪雨の
際には、雨水の流出量を調整する機能
を持つ。

16仁
にか つ つ み

箇堤（西蒲区仁箇）　農業用水とし
て利用。昭和中ごろまでカモ猟が行わ
れていた。 
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がん検診を受けましたか？
■問健康増進課（☎025-212-8162）

　「もう１年早くがんを見つけられたね」
　これは私ががん宣告を受けた時の医師の言葉です。
　「子どものことで手がいっぱい」「仕事が忙しいから」「も
しもと考えると怖いから」…。それは間違いです。
　家族を愛しているのなら、仕事仲間のことを思うなら、
まずは自分の体を何よりも大切にしなければなりません。
新潟の皆さん、ことしこそは検診に行ってみましょうよ！
　人生は一度きり、いのちは一つだけ。一度きりだから
思い切り生きたい！一つだけだから大切に！

伊勢みずほさん
からのメッセージ

乳がん経験者、
フリーアナウンサー
伊勢みずほさん

市立図書館で
貸し出し中知ってる⁉ にいがた

の「潟」

潟のデジタル博物館 検索

 ■  市報にいがた  ■  NIIGATA2019年（平成31年）2月17日 別冊情報ひろば 03


