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花と緑に囲まれた 笑顔咲きそろう にぎわいのあるまち 秋葉区

秋葉区 人口：75,991人（－38） 男：36,548人（－5） 女：39,443人（－33） 世帯数：30,645世帯（－9） 令和3年10月末現在（カッコ内は前月比、住民基本台帳による）

地域コミュニティ協議会

元気いっぱい！あなたのまちの
「コミ協」
問い合わせ 地域総務課地域振興・文化スポーツグループ
（☎25－5670）

地域コミュニティ協議会とは

誰もが
「コミ協」
とつながっています

地域コミュニティ協議会（コミ協）は、市と協働して地域のまちづくりや地域の
課題の発見と解決に取り組んでいる組織です。
皆さんの最も身近にある自治会・町内会を中心に、PTA、青少年育成協議会、
民生・児童委員協議会など地域のさまざまな団体で構成されています。
コミ協の活動は地域の人たちのための活動です。今号では地域コミュニティ協
議会の活動を紹介します。

秋葉区には11のコミ協があります。皆さんのお住まいの地域のコミ協を確認
してみてください。

名称

③

みんなが暮らしやすいまちへ
コミ協はおおむね小学校区を基本とする任意の自治組織です。各自治会・町内
会を中心に、学区内の諸団体で構成され、学区全体の住民の交流や自治会単位で
は対応が難しい広い範囲の課題に取り組んでいます。
【具体的な活動例】
・防犯パトロールの組織・運営
・コミュニティ誌の発行
・文化スポーツイベントの実施 等

① 新津中央コミュニティ協議会 新津第一小学校

④
②

② 新津西部コミュニティ協議会 新津第三小学校

⑥

⑧
①

⑤

⑩

③ 荻川コミュニティ振興協議会

結小学校
荻川小学校

④ 満日コミュニティ協議会

阿賀小学校

⑤ 新津東部コミュニティ協議会 新津第二小学校

⑦
⑨

小学校区

⑥ 阿賀浦コミュニティ協議会

阿賀小学校

⑦ 新関コミュニティ協議会

新関小学校

⑧ 小合地域コミュニティ協議会

小合小学校
小合東小学校

⑨ 金津コミュニティ振興協議会 金津小学校

⑪

⑩ 小須戸コミュニティ協議会

小須戸小学校

⑪ 山の手コミュニティ協議会

矢代田小学校

子どもの見守り活動の様子

大きくなってこの町に帰ってきますように
～新津東部コミュニティ協議会～

10月24日、新津東部コミュニティ協議会と新津第二小学校、新津第五中
学校が連携して、「おかえり灯りぷろじぇくとⅢ」を開催しました。
「サケの
稚魚が、広い海で大きくなってこの町に帰ってきますように。子どもたちが
広い世界で大きくなってこの町に帰ってきますように。」という2つの願いが
込められています。サケねぶた灯ろうや大きな生き物を描いたかべ灯ろう、
天井から揺れる泡灯ろうなど、子どもたちが願いを込めて作った灯ろうが体
育館を飾りました。灯ろうの光の幻想的な雰囲気の中、子どもたちのナレー
ションとともにダンスパフォーマンスが行われ、ピアノの音とサケをイメー
ジしたダンスで観客を魅了しました。

地域と学校が連携して行うこのイベントは、地域の願いを発
信し、子どもと親、地域の人が一緒に参加できるため、関心
も高く多くの人が訪れています。人と人とがつながり、多世
代との交流がうまれ、年々盛り上がりをみせています。地域
の人が自分の地域のことを知り、いい街だと認識することが、
次の世代、次の活動への力につながっていくと考え、活動に
取り組んでいます。

斎藤 龍秋会長

地域で子どもたちを支える
～小合地域コミュニティ協議会～

小合東小学校には学童保育がなかったため、子どもたちの保護者が困って
いるという相談を受け、今年の4月から小合地域コミュニティ協議会が学童
保育「こじかクラブ」の運営を開始しました。地域の人たちの中から、支援員
（有資格者）と補助員の協力をお願いし、子どもたちを見守り、サポートして
います。小学校の協力を得て、学校の空いた教室を利用して運営を行ってい
ます。子どもたちは、天気の良い日は外で遊んだり、体育館でバドミントン
をしたり、部屋では折り紙やぬりえなどを楽しんでいます。宿題も終えられ
るよう支援しています。とてもアットホームな雰囲気の中、子どもたちは安
心して過ごしています。

学童保育運営には多くの苦労がありますが、地域の宝である
子どもたちのため、地域と学校が連携して支援に取り組んで
います。地域の人が学校をボランティアで手伝ったり、子ど
もたちが地域の行事に参加したり、お互いの交流が盛んに行
われています。今後は、子どもから高齢者まで地域を1つに
する行事ができたらと考えています。地域の人が気楽に相談
などに訪れることができるコミ協を目指しています。

古田 治会長

小須戸の歴史を伝承する
～小須戸コミュニティ協議会～
旧小須戸町の先人たちが築き上げてきた、重要な歴史、文化、伝統を
後世に末永く伝えるとともに、小須戸を愛し、誇りを持ち続ける心を育
むため、旧小須戸町時代の写真を収集し、
「今昔写真展2021」を開催し
ました。大切な記録が風化してしまわないように始めた活動です。資料
集めからデータベース化して写真展につなげるまで、2年ほどかかりま
した。昔を懐かしく感じていただいたり、まちの変化に興味を持つ人が
いたり、多くの人に関心を持ってもらいました。今後は巡回展示を行い、
もっと広く伝えていく活動を行っていくほか、小須戸神楽舞や小須戸園
芸組合の生い立ちについて、映像化して残すことで継承できるように取
り組んでいきます。

なくなっていくものもある中で、大切な資料を残していくために今動
かなければと始めた活動です。小須戸にはお寺や神社など魅力ある場
所がたくさんあります。昔と今を写真で見てもらい、その後現場に足
を運んでもらって、小須戸の魅力が多くの人たちに広がっていくとい
いなと思っています。新しく移住してくる人も増えているので、地域
を身近に感じ愛着を持てるよう活動を続けていきたいです。

佐藤 喜代一会長
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安産教室※要申し込み（☎25－5685）

健康・福祉

対象
2月～4月出産
予定の人

ガイド

開催日

時間
午後6時15分
12/23
（木）
～8時

妊娠・出産・子育て
健康福祉課健康増進係
（☎25－5685）

12月の離乳食講習会 ※要申し込み

12月の子どもの健診、歯科健診など 【ステップ離乳食】
健診案内は、対象者に個別に郵送して
います。日時、会場、持ち物などは案内
でご確認ください。案内が届かない場合
や日程を確認したい場合は、お問い合わ
せください。
【股（こ）
関節検診】
対象 令和3年8月～9月15日生まれ
【1歳誕生歯科健診】
対象 令和2年12月生まれ
【1歳6か月児健康診査】
対象 令和2年5月生まれ
【3歳児健康診査】
対象 平成30年6月生まれ

育児相談※要申し込み（☎25－5695）
日にち 12月24日
（金）
育児相談は予約制です。受付時間など
の詳細はお問い合わせください。
/ 利用料 100 円
にいつ子育て支援センター

育ちの森

日時 12月22日
（水）
午前10時～10時50分
（受付は午前9時40分から）
対象 生後6か月以降で、2・3回食に進
もうとしている赤ちゃんの保育者
【はじめての離乳食】
日時 12月22日
（水）
午後1時半～2時20分
（受付は午後1時15分から）
対象 生後5か月ごろの赤ちゃんの保育者
【共通事項】
会場 新津健康センター 3階
定員 先着各12人
持ち物 母子健康手帳、バスタオル（赤ち
ゃんをお連れの方）
、はじめての離乳食で
使用した資料一式
（ステップ離乳食のみ）
申し込み 11月24日（水）から市役所
コールセンター（☎025－243－4894）

開館日 毎週月曜～金曜、土曜（午前のみ）
利用料 100円
開館時間 9：00 ～ 12：00、13：00 ～ 16：00
利用対象 ３歳以下のお子さんと保護者
※月曜・水曜の午前と木曜・金曜の午後…ベビー（1歳7カ月まで）
対象

☎21 － 4152

〇ストーブの周りに洗濯物など燃えやすい物を近づけない！
〇灯油等の給油中はタンクから目を離さない！
〇消毒用アルコールやスプレー缶を火気の近くで使用しない！

＝参加費（記載のないものは無料）
＝申し込み

カ―リンコン教室
ポイントに向かってディスクを投げ、
その近さを競う、カーリングのようなゲ
ームです。運動不足の方は参加してみて
はいかがでしょうか。
12月1日～令和4年1月26日の毎週水曜
午前9時～11時（12月29日除く）
小須戸体育館
先着20人
1回200円
持ち物 上履き、飲み物、タオル
小須戸武道館（☎38－2121）

事業主の皆さんへ
一人でも雇ったら労働保険に加入を
労働者（アルバイト・パートを含む）
を
1人でも雇っている事業主は、労働保険
（労災保険・雇用保険）に加入しなくては
なりません。労働保険の加入手続きを行
っていない事業主は、管轄の労働基準監
督署または公共職業安定所で加入手続き
を行ってください。
新潟労働局 労働保険徴収課
（☎025－288－3502）

里山ビジターセンターと石油の世界
館のシールを2つ集めるとキンセンカの
種や風船かずらの種などをプレゼント
します！ 12月末までの期間限定です
（な
くなり次第終了）
。ぜひお越しください。

区バスで小須戸出張所にも行けます

新津駅

秋葉区役所

新津駅東口発
新津駅西口発
（所要時間14分） （所要時間8分）

秋葉区役所・総合体育館前発
新津駅東口行き 新津駅西口行き
12:06
10:37
15:51
14:22

9:25
13:10

11:00
14:45

12月18日
（土）
午前10時～11時半
秋葉消防署3階 研修室
心肺蘇生法、AED
（自動体外式除細動
器）
の使用方法
先着15人
12月14日（火）までに新潟市コールセ
ンター
（☎025－243－4894）

里山ビジターセンター
（☎22－6911）

里山ビジターセンター

問い合わせ

石油の世界館

秋葉消防署 地域防災課
（☎22－0175）

入浴中の事故は、11月から3月に多発し、温度差が激しい冬
期には特に注意が必要です。事故を防ぐポイントをしっかりと
おさえて、安全に入浴しましょう。

入浴中の事故を防ぐポイント
◆入浴前に脱衣所や浴室を暖める
◆熱いお湯に長くつからない（湯温40℃程度、入浴時間は10分を目安）
◆体調が悪いときや飲酒後・食後・服薬後すぐの入浴は避ける
◆浴槽から出る時はゆっくり立ち上がる

浴室内で事故が起きたときの対処法

②すぐに救急車を呼ぶ
③普段どおりの呼吸がない場合は心肺蘇生を行う
区内を運行している区バスの情報をシリーズで紹介し
ています。第3弾は便利な使い方を紹介。区バスを便利に
利用しよう。運賃・時刻表など詳しくはこちら →→→
問い合わせ 地域総務課企画グループ
（☎25－5672）

さっとご飯･お買い物

秋葉区役所へ行くなら

応急手当講習会

入浴中の事故に注意！

～第３弾 便利な使い方編～

程島ショッピング
センター

秋葉消防署

問い合わせ

区バスに乗ってどこへ行こう？！

新津駅西口

＝問い合わせ

①意識がなければすぐに浴槽から引き上げる。引き上げられない場合は、溺水防
止のため、あごが下がらないように手で支え、すばやく浴槽の栓を抜く

秋葉消防署市民安全課予防調査係☎22－0175

11:09着

12月26日
（日）
午前8時40分～午後4時
（受付は午前8時から）
秋葉区総合体育館 アリーナ
種目 ①エキサイティングクラス
18歳以上の男性のみのチーム
②エンジョイクラス
35歳以上の男性および
18歳以上の女性のチーム
区内に在住、勤務、通学する18歳以
上の人
（高校生を除く）
・各クラス
8チーム ※申込多数の場合抽選
競技方法 予選リーグ、順位決定戦
1チーム3,000円
（秋葉区サッカー協会
登録者が2人以上いるチームは1,000円）
12月10日
（金）
必着で、所定の申込用紙を
郵送、ファクス、メールのいずれかで、
同協会の明間幸一さん
（〒956－0814
東金沢1282－2、 23－0530、
メール akema461112@yahoo.co.jp）
明間さん
（ 090－9010－2861）

＝対象・定員

12:05発

12:20着

程島ショッピング
センター

新津駅東口

区バスのバス時刻を
簡単に調べることが
できるようになりました！

区バスは
が
このバス停
目印

「にいがたバス乗り換え案内
サイト」
をご利用ください！
↓

区役所行きのバスは区バス以外にもあります！
S94 新潟駅前・万代シティ～亀田駅西口～沢海～秋葉区役所
S96 新潟駅前・万代シティ～亀田駅西口～二本木～秋葉区役所

新津駅東口発

S94

秋葉区役所発のバスも
あるので帰りも安心！

広告スペース

8:21
9:27
10:57

S96

8:19
8:59
10:13
13:08

◇ ◆ イ ベ ン ト に 参 加 す る 場 合 は 、 マ ス ク を 着 用 す る な ど の「 新 し い 生 活 様 式 」の 実 践 を お 願 い し ま す ◆ ◇

秋から冬にかけて、暖房器具を使う機会が多くなり、毎年暖房器具
が原因の火災が多く発生しています。今一度火の元の確認、暖房器具
の取り扱いに十分注意してください。

程島ショッピングセンター

＝内容

花の種をプレゼント

暖房器具の取り扱いに注意！

11:00発

＝会場

セミナー受付時間9:00～17:00

利用定員を設けています。予約もできますが、空きがあれば当日入館可。
空き状況はホームページでご確認ください。
ママと一緒にフラダンス
歯科衛生士さんに聞いてみよう※受付中
日時 11/25（木）10：20 ～
日時 12/14（火）10：20～ お話&質問
対象 3歳以下の子と保護者
対象・定員 3歳以下の子と保護者・先着10組
講師 歯科衛生士
パパとあそぼう ※受付中
平成30年度生まれ限定日 ※受付中
日時 12/4（土） 10：20 ～
日時 12/7（火）午前
対象 6カ月～ 1歳7カ月までの
対象 平成30年4月2日～平成31年4月1日生まれの
子と父親
お子さんと保護者（きょうだいの参加可）
定員 先着4組
定員 先着10組
アキハで子育てサポート事業
パパとタッチケア ※受付中
日時 12/18（土）
10：20～11：00 対象・定員 ハイハイする前の赤ちゃんと父親・先着4組

問い合わせ

＝日時

電 話 番 号（ ☎ ）は 市 外 局 番 ０ ２ ５ ０ を 省 略 し て い ま す

※受付は開始15分前から
会場 新津健康センター1階 母子保健室
定員 10組

秋葉区民フットサル大会

お知 らせ

あきは 区役所だより

◇ ◆ 新 型コロナ ウ イ ルス の 感 染 拡 大 を 防 ぐ た め 、 一 部 イ ベ ン ト 等 が 中 止・延 期 に な る 場 合 が あ り ま す 。 各 問 い 合 わ せ 先 へ ご 確 認 く だ さ い 。 掲 載 情 報 は
月月

11

日時点のものです◆◇
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秋葉公園のベンチが新しくなりました

新津工業高校の生徒たちが秋葉公園のベンチを制作し、10月28日に設置し
ました。耐久性の強いヒバの木で作られています。5つの班に分かれて、デザ
インから考え、木材を切りそろえ、作成、色塗りに至るまで、宮大工の山崎さ
んの指導のもと、週1回の作業を続け2 ヶ月半かけてできあがりました。それ
ぞれ個性のある5つの素敵なベンチとなりました。
設置を終えた生徒は、
「寝そべっても痛くないように座面の角を丸くし、安
全で優しいものを作りました」
「難しいデザインで作り直しなど時間がかかっ
たけど、頑張って作ったので達成感があります」と話してくれました。生徒た
ちはこのベンチのほか、田上町の公園の東屋も制作、設置しました。
皆さんもぜひ秋葉公園に出かけ、心のこもったベンチに座ってゆったりと時
間を過ごしてみてください。

ツリー型のクリスマスカード
日時
会場

12月4日土 午前10時～11時半
新津図書館2階 研修室 参加無料

をつくろう！

子どもチャレンジクッキング教室

クリスマスケーキ づくりに挑戦
会場

12月5日日 午前10時～11時半

新津地区グリーンセンター（七日町）

「ま～まぁカフェ」（五泉市）のおいしい材料をふんだんに使ったシフォンケーキ
をデコレーションします。ちょっと早いクリスマスケーキを作ってみませんか。
対象・定員 小学3 ～6年生・先着8人
参加費 1,000円
（作ったケーキは持ち帰ります）
持ち物 エプロン、三角きん、ハンカチ、マスク
申し込み 11月22日
（月）
午前9時から電話で同センター管理委員会（☎24－1746）
区民への情報掲示板

「魔法の国」マジックショー

＝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

＝問い合わせ

第42期 初心者硬式テニス教室

繰り返して基礎の練習をします。
12月3日～令和4年1月28日の毎週金曜
午後7時～ 9時
（全8回、12/31除く）
秋葉区内および近隣の体育館
秋葉区に在住・在勤の硬式テニス
初心者・先着若干名
持ち物 テニスシューズ、ラケット
2,500円
11月30日（火）までにイエロークラブの
岩倉さん（ 090－2240－1471）
◇山びこコーナーへの掲載依頼は、地域総務課
（区役所3階、☎25－5673、 22－0228）

ロコモ･フレイル予防教室

↑詳しくは
こちら

いつまでも元気に自立した生活を過ごすため、ロコモ・
フレイル予防教室に参加しませんか。

台紙に好きな絵やシールで飾って、オリジナルの
クリスマスカードを作ってみませんか。
完成したクリスマスカード
対象・定員 3歳～中学生・抽選10人 ※就学前児は保護者同伴
持ち物 カラーペンなどの筆記用具、
はさみ、
カードに貼りたいもの
（絵、
シール、
リボンなど）
申し込み 11月21日
（日）
午前10時から28日
（日）
午後5時までに新津図書館
（☎22－0097、窓口でも可）

日時

新津B&G海洋センター

子どもから大人まで楽しめるマジック
ショーです。
12月4日（土）午前10時～
新津地域交流センター イベントホール
「魔法の国」
の笹川さん
（ 080－3307－1512）

新津の魅力について

12月5日（日）午前10時～ 11時半
新津地域交流センター 多目的ホール
先着50人
シルバー健康サークルの西片さん
（ 080－1028－9173）

秋深し音を楽しむ クスクスライブ

11月27日（土）午後3時～ 5時
金津地区コミュニティセンター中ホール
クスクスの楠原さん（☎25－1785）

12月19日号の原稿締め切り… 11月24日（水）
1月 2日号の原稿締め切り… 12月 1日（水）

日時

12月6日月午前10時15分～11時45分 参加無料

会場 新津B&G海洋センター
対象･定員 60歳以上の人（軽運動可能な人）
・先着40人
※60歳未満の人は応相談
申し込み 11月24日（水）
午前9時半から同センター
（☎23－4800）

よみきかせのご案内

（特に記載がないものは幼児・小学生対象）

■新津図書館
11/23㈫・30㈫ 午前10時半から
（0 ～ 3歳児対象）
11/23㈫・30㈫ 午後3時15分から
11/27㈯、12/4㈯ 午後2時から
■荻川地区図書室
11/27㈯、12/4㈯ 午前10時半から

各種無料相談
＝日時

＝会場

＝問い合わせ

■心配ごと相談※予約不要
11/22㈪・26㈮・29 ㈪、12/3㈮
午前10時～午後3時
秋葉区社会福祉協議会（新津地域
交流センター 2階、☎24－8376）
■行政相談（新津会場）
12/7㈫午後1時半～ 3時半
新津健康センター
区民生活課（☎25－5674）
■人権相談（新津会場）
12/7㈫午後1時半～ 3時半
新津健康センター
区民生活課（☎25－5674）
■法律相談（弁護士相談）※要予約
毎月第2・4金曜（祝日振替あり）
午後1時15分～ 4時15分
区民生活課（☎25－5674）
■教育相談
月～金曜（祝日を除く）
午前9時10分～午後5時
秋葉区教育相談室
（新津図書館2階、
☎23－0101）

広告スペース

１１月２１日～１２月４日のおすすめ番組！
◆クリック！秋葉区◆

毎週月～金曜 午前 10 時～ 11 時に秋葉区
役所がお届けする行政情報番組。区内のイ
ベント情報やお役立ち情報をお知らせして
います。
毎週月曜日は「健康・福祉メモ」のコーナ
ー。保健師などによる健康のお話や検診の
情報について週替わりでお届けしていま
す。11 月 22 日の放送は浦田歯科医院の
浦田治先生が出演。口腔の機能の中で重要
な「噛むことの効果」についてお話します。
お楽しみに。

◆あなたに出逢えたこの町で◆

毎週土曜日午後 12 時半から放送中（再放
送は毎週火曜日午後１時）。
「あなたに出逢えたこの町で～にいつの歌
～」を広く知ってもらうという使命を帯び
たチームあな町のメンバーが、この町で活
躍する多彩なゲストを迎えてお送りするト
ークプログラム。
毎週交代するあな
町メンバーによる
MC も必聴です！
番組 Facebook
もチェックしてく
ださい！！
インターネットからも
聴くことができます↓

番組表は
こちら↓

☎23−5000（リクエスト ☎23−5900）
23−5100 http://www.chat761.com

