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中央区役所だより　発行：新潟市 中央区役所 地域課 〒951-8553 新潟市中央区西堀通６番町866番地　電話：025-223-7035

月 日
歴史と文化の薫りただよう、
うるおいとにぎわいのまち

中央区

令和元年
区の人口 （住民基本

台帳による）

中央区だより
第　　 　 号291

※平成31年４月末現在の住民基
本台帳による。転出予定者を含ま
ず。（　）内は前月末比

人口…… 175,580人	（+338）
　男………83,483人	（+229）
　女………92,097人	（+109）
世帯……87,483世帯	（+402）

次回（令和元年度第２回）の開催案内
Ä５月31日（金）午後３時から
Å中央区役所（NEXT21）５階 対策室 傍聴者の定員　先着15人
※議題は、市役所本館や東出張所・南出張所に掲示するほか、区ホー
ムページに掲載します。　Ü 地域課（☎223-7023）

　４月26日、平成31年度第1回中央区自治協
議会が開催され、渡辺区長から委員38名に委嘱
状が交付されました。委員の任期は２年間です。
　委嘱状の交付後、会長、副会長を委員の互選
により選出しました。

選出
区分 氏名 所属団体など

地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
協
議
会

日野浦　律子 有明台小学校区コミュニティ協議会
玉木　彰 礎地域コミュニティ協議会
〇髙橋　誠一 入舟地区コミュニティ協議会
◎外内　光春 鏡淵小学校区コミュニティ協議会

昆　好美 上所校区コミュニティ協議会
板井　茂 上山校区コミュニティ協議会
加藤　素三 栄地区コミュニティ協議会
渡邉　紘一 笹口校区コミュニティ協議会
青山　齊 紫竹山校区コミュニティ協議会
樋口　悦雄 関屋小学校区コミュニティ協議会
中野　和行　 鳥屋野校区コミュニティ協議会
三膳　典子 豊照地区コミュニティ協議会
大竹　順一 長嶺地域コミュニティ協議会
田村　千恵子 新潟地区コミュニティ協議会
〇竹田　良性 沼垂小学校区コミュニティ協議会

三國　和俊 白山校区コミュニティ協議会
塩野　健一郎 浜浦小学校区コミュニティ協議会
飯田　陽子 万代地域コミュニティ協議会
田辺　龍治 湊地区コミュニティ協議会
宮本　悠紀子 南万代地区コミュニティ協議会
佐藤　雅之 女池校区コミュニティ協議会
目黒　信雄 山潟地区コミュニティ協議会

公
共
的
団
体
な
ど

小沢　謙一 新潟商工会議所
前川　周作 新潟中心商店街協同組合
渡邉　隆幸 区支え合いのしくみづくり会議
松山　由美子 特定非営利活動法人　はっぴぃm

マ マ

ama応援団
小野塚　昭美 新潟シティガイド
髙取　サト子 ウェルカム下町推進委員会
田邊　裕美 にいがた女性会議
知野　孝子 特定非営利活動法人　まちづくり学校
西潟　清二 特定非営利活動法人　日本防災士会新潟県支部
河端　信雄 一般社団法人　全国空き家相談士協会新潟支部
梶　瑤子 特定非営利活動法人　新潟水辺の会

有
識
者

松川　由人 鉄道・公共交通研究家
〇後藤　知恵 新潟市立上所小学校　地域教育コーディネーター
〇藤瀬　竜子 新潟青陵大学　福祉心理学部　准教授

 

公
募

内藤　織恵 公募委員
島津　雄之 公募委員

委員名簿（平成 31年４月１日現在）
◎は会長、〇は副会長　　　　　　　　　　　※順不同、敬称略

区自治協議会とは
　区自治協議会は、区民の皆さんの多様な意見の調整や取りまとめを行うた
め、区民と行政をつなぐ協働の要として各区に設置された市の附属機関です。
　区役所と連携して地域課題の解決に取り組み、区の特色を生かした魅力あ
るまちづくりを推進します。

♦活動内容
　月 1回の全体会議のほか、中央区区ビジョンまちづくり計画に沿った第１
から第 4部会の 4つの部会を設置し、部会活動を行います。
　各部会が担当する分野ごとの課題解決に向けて、主体的に深掘り調査やモ
デル事業などに取り組みます。

第７期 中央区自治協議会がスタート

・「地域の茶の間支援にかかる助成事業の整理について」の提案書を提出
　市と市社会福祉協議会あてに助成および立ち上げにかかる相談窓口の適切
な周知・広報、助成申請窓口の一本化、助成申請・報告書類の簡素化につい
ての提案書を提出しました。　
・「地域の茶の間」「地域防犯」活動事例集の作成
　住民活動の参考としてもらうため、区内で活動する
団体の様子や一覧を事例集＝写真＝に掲載しました。
・提案型による協働事業の実施
　地域や学校などと連携し、子どもたちに関する
さまざまな取り組みを委員がサポートし実施しました。
・新潟開港 150周年記念事業の実施
　みなとまち新潟を多くの方に知ってもらおうと、開港 150 周年を記念する
講演会の開催や、古町かいわいの商店街やお寺などと連携した「新潟湊町物
語」を実施しました。また、子どもたちへの啓発を目的に、開港 150 周年に
関連するカレンダーを作成しました。

第６期の主な取り組み

中央区役所

大きな区役所

中央区長
区独自のまちづく
りができるよう、
区長に大きな権限
を与え、必要な組
織機構を備えた地
域の総合的な行政
機関

地 域

地域コミュニティ
協議会

自治会、町内会、PTA、
青少年育成協議会、老
人クラブ、民生・児童
委員など

NPO法人
市民活動団体
公共的団体
事業所

協 働

協働の
要

中央区自治協議会

など
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≪広告欄≫

山崎歯医院

　区では、新潟漆器を使ってみたい飲食店などの皆さんを募集します。既存
商品の中から各店舗の雰囲気やイメージに合わせた漆器を用意しますので、
ぜひ試行的に使用してみてください。
応募資格　区内で飲食業、販売業（和菓子、日本酒など）を営む店舗
内容　新潟漆器の有料貸し出し　※原則６カ月。5,000 円のリース料（損害
保険料を含む）の負担あり。
申請方法　所定の申込書に必要事項を記載し、地域課産業振興室へ　
※詳しい要項は同課で配布しています
申請期限　６月27日（木）まで
Ü地域課産業振興室（☎ 223-7054）

みなとまち文化が育んだ伝統産業でおもてなし

新潟漆器を使ってみませんか

自動車税の納期限は５月31日（金）
です
　金融機関やコンビニエンスストアな
どのほか、地域振興局県税部窓口、イ
ンターネットを利用しクレジットカー
ドでも納付できます。納期限までに納
付しましょう。
Ü新潟地域振興局県税部（☎273-3116)

お知らせ
市役所、区役所、関係機関からの情報
を掲載します。

鳥屋野図書館
こどもの読書週間イベント
Ä６月４日（火）まで
Ñ①鳥屋野図書館大冒険②読書ノート配布
Ö当日直接会場
Ü同館（☎285-2372)

Å建築国保会館（川岸町３）
Ñ住宅の新築・増築・改築、建築関連工
事全般に関する相談、業者のあっせん
Ö当日直接会場
Ü新潟地域住宅相談協議会（☎266-6650）

裁判員制度10周年記念フォーラム
Ä５月26日（ 日 ）午 後２時 ～４時30分
Å新潟日報メディアシップ（万代３）
Ñ評議の再現、裁判員経験者の話
Ç先着150人
Ö電話で新潟地方裁判所 広報係（☎
222-4175）へ

女のスペースにいがた記念講演会
Ä５月26日（日）午後２時45分～４時30分
Å万代市民会館

ふれあい掲示板
市民グループや地域のイベントなどの
情報を掲載します。※敬称略

住まいの無料相談
Ä5月21日（火）午後１時30分～４時

Ñ子ども虐待とDVについてのパネルディ
スカッション
Ç先着70人　　É500円
Öメール本文に住所、氏名（ふりがな）、
電話番号、保育希望の有無（希望する場
合は子どもの氏名・生年月日）を入力し、
NPO女のスペース・にいがた（fspace@
piano.ocn.ne.jp)へ
Ü同団体（☎231-3012）

にいがた女（ひと）と男（ひと）フェ
スティバル2019講演会
Ä６月23日（日）午後１時30分～３時30分
Å新潟ユニゾンプラザ（上所２）
Ñ男女共同参画についてのワークショッ
プ、講演会　　Ç先着180人
Ö電話で新潟県女性財団（☎285-6610)へ

料亭の味と芸妓の舞
　新潟を代表する老舗料亭の昼食を味わいながら、古町芸妓の舞を鑑賞
する企画「料亭の味と芸妓の舞」の参加者を募集します。芸妓さんとの会
話や、写真撮影を楽しむこともできます。家族や友人と一緒に、伝統あ
る新潟のおもてなし文化を堪能しませんか。

■同日開催「古町まち歩き」
料亭へ行く前に、新潟シティガイドの案内で鍋茶屋通りなど古町花

街の見どころを巡ることができます。まち歩きだけの参加も可能です。
時間　午前10時50分～11時45分　
集合場所　西堀ローサ内「出逢いの広場」
Ç各日先着10人	 É500円
Ö６月５日（水）から各開催日の７日前までに電話で新潟シティガイド
（☎090-1807-3013、午前９時～午後６時）へ
Ü地域課産業振興室（☎223-7054）

時間　正午～午後１時30分（芸妓は舞を含めて１時間程度。記念撮影を
希望する場合はカメラをご持参ください）
Ç各会場20～30人程度（会場により異なります）
É5,000円（行

いきなりや
形亭、鍋茶屋は6,500円。飲み物代は別途必要）

Ö★印の会場は、６月12日（水・必着）までに、はがきまたはメールに、
参加希望日と料亭名、代表者の郵便番号・住所・氏名（ふりがな）・電話
番号（日中連絡がつくもの）、参加者全員の氏名（最大５人）を記入し地
域課（〒951-8553（住所記入不要）またはメールchiiki.c@city.niigata.
lg.jp）へ　※１つの料亭につき１人１通までの応募。当選者にのみ６月21
日までに案内を発送。
その他の会場は、６月５日（水）
から電話で新潟三業協同組合（☎
222-2237、午前10時～
午後４時、日曜・祝日休み）へ
※先着順
Ü 地域課産業振興
室（☎223-7054）

参加者
募集

みなとまち新潟のおもてなしを味わおう

「新潟漆器」とは？
　みなとまちとして繁栄した新潟には、各地の人・モノ・
情報が集まっていました。漆器もその一つで、江戸時代初
期に秋田の「春

しゅんけいぬり
慶塗」から伝来したと考えられています。

その後、全国的にも珍しい「変
かわりぬり
塗」の技法を多く生み出し、

平成 15年には経済産業省指定伝統工芸品となりました。

開催日 会場
６/29（土） 一〆
７/１（月） ★行形亭
７/６（土） イタリア軒　螢
７/13（土） きらく

７/17（水）
かき正

★鍋茶屋
７/24（水） 金辰
７/27（土） 大善
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みんなでつながるにっこにこ子育て応援事業
■妊

にん

カフェ・育
いく

カフェ（毎月開催）
Ñ保健師や助産師への相談、参加者同士の情報交換、
沐浴体験（妊カフェ）、ほか　
É100円
Ö５月22日（水）午前８時30分
から携帯電話などで右の二次元
コードを読み取り応募フォーム
で申し込み
※読み取ることができない人はお問い合わせください。

妊カフェ（6月） 育カフェ（6月）

Ü子育て交流ぽーとtテ テ
ete（☎080-6250-3653）

■育ぱる（毎月開催）
Ä６月12日（水）午前10時～11時30分　※受け付け
は９時45分から
Åはっぴぃmamaはうす（神道寺１）
Ñ保護者同士の仲間づくり、情報交換、保健師や助
産師のミニ講座、ほか
Çおおむね生後６～９カ月の子どもと保護者20組
※応募多数の場合は初めて参加する人を優先して抽
選（抽選結果は5月31日以降に通知）
持母子健康手帳、バスタオルのほか、赤ちゃんに必
要なもの
Ö５月22日（水）から５月29日（水）まで
に、携帯電話などで右の二次元コードを
読み取り、応募フォームで申し込み。
※読み取ることができない人はお問い合わ
せください。

健康
・
福祉

■東地域保健福祉センター
明石2-3-25	 ☎ 243-5312

■南地域保健福祉センター
　新和3-3-1	 ☎ 285-2373
■中央地域保健福祉センター
関屋下川原町1-3-11	☎ 266-5172

Üはっぴぃm
マ マ
ama応援団（☎278-3177、水曜定休）

はじめての離乳食
Ñ離乳食の始め方と進め方、試食
Çおおむね生後５カ月の子どもの保育者
持母子健康手帳、バスタオル
Ö５月22日（水）から各実施日の２日前までに電話で
市役所コールセンター（☎243-4894）へ
時間　午後１時30分～３時　※受け付けは１時15分から

期日 会場 定員
（先着）

6/20（木） 南地域保健福祉センター 30人

6/27（木） 中央地域保健福祉センター 20人

ステップ離乳食
Ñ２回食・３回食への進め方、試食
Çおおむね生後６カ月以上の子どもの保育者
持母子健康手帳、バスタオル、らくらく離乳食ガイ
ドブック（持っている人）
Ö5月22日（水）から各実施日の２日前までに電話で
市役所コールセンター（☎243-4894）へ

期日 会場 定員
（先着）

6/20（木） 南地域保健福祉センター 30人

6/27（木） 中央地域保健福祉センター 20人

健康相談
Ñ保健師・栄養士による個別相談
持健診や人間ドックの受診結果（持っている人）
Ö締め切り日までに電話で各地域保健福祉センターへ

期日 受付時間 会場 申し込み
締め切り

6/12（水）13：30～14：30 中央地域保健福祉センター 6/10（月）

6/14（金）
９：00～11：00 南地域保健福祉センター

6/12（水）
13：30～14：30 東地域保健福祉センター

育児相談　
Ñ保健師などによる個別相談
持母子健康手帳、バスタオル	 Ö当日直接会場

Ä6/17（月）13：30~15：30
Å天寿園
Ç妊婦先着20人。パートナー
の参加可。
持 母子健康手帳、ガーゼハ
ンカチ、バスタオル、沐浴布、
ビニール袋、手拭きタオル

Ä６/14・21（いずれも金曜）
10：00~11：30
Å14日は天寿園、21日は燕
喜館（白山公園内）
Ç生後１カ月～５カ月の乳
児と母親先着20組
持 母子健康手帳、バスタオ
ル、おむつなど赤ちゃんに
必要なもの

妊カフェ
申込先

育カフェ
申込先

Ü各地域保健福祉センター　※入舟健康センター希
望者は、中央地域保健福祉センターへお問い合わせ
ください。
期日 時間 会場

6/6(木）
9：30～11：00

◎中央地域保健福祉センター

6/18（火） 入舟健康センター（北部総合コ
ミュニティセンター別館棟１階）

6/19（水）
9：30～11：00

◎南地域保健福祉センター
13：30～15：00

6/20(木）13：30～15:00 ◎東地域保健福祉センター

◎は栄養士による相談あり

フッ化物塗布
Ä６月７日（金）午前９時30分～10時15分　※受け
付けは９時から
Å南地域保健福祉センター
Ç４歳未満の子ども先着60人
持母子健康手帳
É1,020円
Ö5月22日（水）から6月5日（水）までに電話で市役所
コールセンター（☎243-4894）へ

安産教室（全２回）
Ä６月26日（水）午後１時30分～３時30分、７月18
日（木）午後６時30分～８時45分※15分前から受け
付け開始
Å南地域保健福祉センター
Ç出産予定日が今年10～11月の妊婦先着20人
持母子健康手帳、筆記用具
Ö５月22日（水）から健康福祉課健康増進課係（☎
223-7237）へ

骨粗しょう症予防相談会
Ä６月25日（火）	①午前９時45分、 ②午前10時15
分、 ③午前10時45分、 ④午前11時15分、 ⑤午後１時
15分、 ⑥午後１時45分
Ñ骨粗しょう症予防のための健康相談、骨密度測定
Å東地域保健福祉センター
Ç治療中でない18歳以上の人各回先着10人
Ö５月23日（木）から６月23日（日）までに電話で市
役所コールセンター（☎243-4894)へ育ぱる

申込先

■みんなのふれあい広場
Ä５月21日（火）午後１時30分～４時
Ñ気軽に会話を楽しむ　※午後２時から40分程度、
ミニコーナー「気軽に健康体操」を開催
持タオル
Ö当日直接会場

公民館・図書館
※公民館の申込受付は午前９時から

鳥屋野地区公民館　☎285-2371
〒950-0972　中央区新和3-3-1

■新潟いいね！～ニイガタの美味しいもの(夏編、全２回）
Ç平成28年４月以降に新潟市に転勤、転入した人と
その家族10組
É１組2,300円
Ö６月５日（水・必着）までにはがきに、講座名、参
加者全員の氏名、子どもの年齢、郵便番号、住所、
電話番号、転勤・転入した年と月を記入し同館へ
※応募多数の場合は抽選（抽選結果は６月10日（月）
までに当選者のみ受講通知を発送）

期日 時間 内容

6月29日
（土）

13：30～
16：30

笹団子づくり、新潟市の見どこ
ろ紹介、自己紹介

7月20日
（土）

9：00～
12:00

枝豆収穫体験、講座のふりかえ
り※黒埼地域で実施

関屋地区公民館　☎266-4939
〒951-8164　中央区関屋昭和町3-148-1

■子育てサロン「木戸っこくらぶ」
Ä５月24日（金）午前10時～11時30分
Å木戸公民館（東区山木戸２）
Ñ自由遊び、手遊び、読み聞かせ
Ç就学前児と保護者　　Ö当日直接会場
■ご近所だんぎ　みんなで歌おう　春の縁

えんそうかい
爽快

Ä５月27日（月）午後１時30分～３時30分
Ñグリーンヒルズバンドの生演奏で歌ったあと参加
者同士で茶話会　　É100円　　Ö当日直接会場

東地区公民館　☎241-4119
〒950-0083　中央区蒲原町7-1

■子育てひろば「けやきのもり」
Ä６月7日（金）午前10時～11時40分
Åほっとハウス笹口（笹口小学校内）　
Ñ自由遊び、パネルシアター「お花が笑った」、言語
聴覚士による講話「言葉の発達と心の育ち」
Ç３歳以下の子どもと保護者先着15組
持飲み物、おやつまたは昼食、おしぼり
Öあす20日（月）から６月６日（木）午後１時までに
メール。件名に「けやきのもり申し込み」、本文に保
護者と子どもの氏名（ふりがな）、住所、電話番号、
子どもの生年月日を入力し、同館（higashi.co@city.
niigata.lg.jp)へ

石山地区公民館　☎250-2930
〒950-0852　東区石山1-1-12

中央公民館　☎224-2088
〒951-8055　中央区礎町通3-2086

■森のコンサート
Ä６月１日(土)午前10時～11時10分
Å念佛寺(関屋本村町１)　※雨天の場合は屋内
Ñウクレレ、フルートと筝の演奏、関屋中学校合唱
部による合唱　　持敷物　　Ö当日直接会場

≪広告欄≫

砂丘館
庭園清掃ボランティア募集
　昭和８年建設の砂丘館（旧日本銀行新潟支店長
役宅）では、日本庭園の清掃を行うボランティア
を募集しています。
　落ち葉清掃、草取りなどを行います。作業後は庭
を眺めるお座敷でコーヒーを飲むことができます。
　緑豊かな風情ある庭を、一緒にきれいにしませ
んか。
Ä４～７月と９～12月前半の毎週金曜日午前10時～
12時
Ö電話で同館（☎ 025-222-2676）へ


