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　中央区では、健診を受けた人の約半数が血糖値が基準値より高いという結
果が出ています。数値が高い状態が続くと、糖尿病のリスクが高まります。
血糖値が高くなりにくい生活習慣を続けることが大切です。
Ü 健康福祉課健康増進係（☎ 223-7246）

セミナーで糖尿病の予防方法を学びませんか？

糖尿病予防のための食事を飲食店で体験しましょう

　糖尿病予防に効果的な食事を食生活に取り入れるきっかけにしてもらうた
め、野菜・海藻・キノコ類を多く使った献立を区内飲食店で提供する予定です。
提供時期など詳細は決定次第、本紙でお知らせします。

提供店を募集します

血糖値が基準以上の割合（新潟市健康寿命延伸計画アクションプランより）

中央区民は血糖値が高い人が多い

募集期間　あす17日（月）から７月31日（水）まで
申請方法　登録申請書を健康福祉課健康増進係へ　
※募集チラシと登録申請書は同課で配布するほか、区ホームページでも取得可能です。

昨年度の献立の一例

国保・後期：HbA1c 5.6%以上
けんぽ：空腹時血糖100mg/dl以上ｃ

※HbA1cとは過去２カ月間の血糖値の平均を示しています。

中央区 Let's Try 糖尿病予防セミナー（夏コース・全３回）
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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293

※令和元年5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…… 175,625人	 （+45）
　男………83,515人	 （+32）
　女………92,110人	 （+13）
世帯……87,534世帯	 （+51）

　５月 26日、鳥屋野潟一斉清掃を実施しました。朝から暑い日差しが照り付ける中、650
人の皆さんが参加し、およそ１時間、清掃作業を行いました。
　この清掃活動は、鳥屋野潟の美しい自然を守るために昭和 59年から実施しており、今
回で 68回目を迎えました。

　この日は、山潟中学校の生徒約 100 人も参加。県スポーツ
公園の長潟ゲート付近から清五郎までのごみを拾いました。
公園の側道では「ごみが見つからないね」と話しながら歩い
ていましたが、清五郎付近ではごみを次々と拾っていたため、
集合場所に戻る途中では「袋が重くなったね」と苦労しなが
ら歩いていました。
　同校の環境委員で 3年生の市

川友翔さんと今井康太さんは「家族とお花見などで鳥屋野潟
周辺に来ることがあります。今日は、少しでも環境をきれい
にできるように、みんなと協力してごみを拾いました。これ
からも、ごみをポイ捨てしないでと伝えていきたいです」と
話していました。
　まちなかで憩いとやすらぎを与えてくれるオアシ
ス、鳥屋野潟の環境をみんなで守りましょう。

鳥屋野潟一斉清掃に 650 人が参加

糖尿病予防で健康寿命を
延ばしましょう

今回の一斉清掃で集めたごみです。ごみは決
められた方法で捨てましょう。

テーマ 期日 時間 内容 会場

①糖尿病予防・
食事編

７/26（金）、
８/7（水）、8/28（水）
※いずれか１日

10：00～13：00
※受け付けは
9：45～9：50

糖尿病予防の講話・簡単な調
理実習・ヘルシーランチの試食
持健診結果（HbA1cの結果が
わかるもの）、エプロン、筆記用
具や眼鏡（必要な人）、りゅーと
カード（持っている人）
É400円

健康げんき倶楽部
（万代３）

②運動編 ９/4(水） 13：30～15：30
※受け付けは
13：10から

生活習慣病予防のための講
話、運動の実技 鳥屋野総合体育館

③運動編２回目 ９/18（水）

Ç HbA1cの値が5.6～6.4の人（過去にセミナーを受講した人、血糖で医療機関に
受診中の人を除く）30人　※３回で１コース。①は各日10人。応募多数の場合は、
３回とも参加できる人を優先して抽選。落選者のみ後日電話で連絡。
Öあす17日（月）から７月10日（水）までに電話で健康増進係（☎223-7246)へ

鳥屋野潟周辺の自然環境
潟には何が住んでいる？

鳥屋野潟・清五郎潟の生きもの展

守っていこう！
地域の宝

中央区健康づくりサポータ－
中 央子（なか　ちかこ）

中 央 区 ヘ モ グ ロ ビ ン
エーワンシー普及犬

 エワン

あなたの HbA1c
は基準値以内で
すか？

あなたも HbA1c をチェック

　鳥屋野潟と清五郎潟で観察できるさまざまな生きも
のについて、パネルで紹介する企画展を 9月 29日（日）
まで、天寿園において開催しています。
　季節ごとに観察できる動植物の他に、潟とともに暮
らしてきた人々の歴史や、潟の魅力を発信する取り組
みなどを紹介しています。

開園時間　午前９時から午後５時まで　※ 7月、8月は
午後 9時まで
休館日　第 2、第 4月曜　※祝日、振替休日の場合は
翌日
Ü 環境政策課自然環境係（☎ 226-1359）
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福祉ふれあい広場

東公園

　蒲原まつりの開催に伴い、下図のとおり周辺で交通規制を実施
します。近隣まで車でお越しに
なる場合は、ご注意ください。
交通規制期間　６月30日（日）
午前８時～７月２日（火）終日
※地図上の着色部分が交通規
制区間
Ü 同まつり実行委員会（☎246-
8602）
※６月28日（金）午後８時～７月
３日（水）午前８時30分まで、ほ
んぽーと中央図書館の駐車場は
使用できません（同館は６月27
日（木）から７月4日（木）まで蔵書点検のため休館します）

令和元年度　 第２回自治協議会の概要
　５月31日の会議では、「新潟市犯罪のない安心・安全なまちづく
り推進協議会」、「新潟市防災会議」、「新潟市国民保護協議会」の委
員の推薦を行いました。また、平成30年度区長マニフェストの取組
結果や令和元年度の中央区組織目標について報告がありました。
　会議の概要や資料は準備が整い次第、市役所本館１階市政情報
室で閲覧できるほか、区ホームページに掲載します。
■次回の開催案内
Ä６月28日（金）午後３時から
Å新潟市民プラザ（NEXT21・６階）　※会場がいつもと異なります
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）

蒲原まつりのため交通規制を実施６/30
～７/２
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≪広告欄≫

各社　コンタクトレンズ取り扱い

Next21 1F 受付　TEL 025-224-8040

診療時間

手術

月
● ● ● ● ●
● ● ●

●
火 水 木 金 土

9:00~13:00
15:00~18:00

〒951- 8116 東中通1-86-53

※火・木・土の午後の診療は3：00～6：00となります。
歯 科

月診 療 時 間
午前 9：00～1：30
午後 3：00～7：00

●
●

火
●
●

水
●
●

木
●
●

金
●
●

土 日
●
●

祝

山崎歯科医院
TEL.025-223-5757

診療科目

　蚊は、ほんのわずかな水たまりから発生します。感染症を媒介する蚊を発生させ
ないために、水たまりをなくしましょう。

■蚊の発生源を減らしましょう
　一般家庭に多く見られる発生源の代表例です。日常的に整理整頓し、たまった水
をなくすことが重要です。

■なくせない水たまりには昆虫成長制御剤の使用を
　常に水がたまっている場所からの蚊の発生を抑えるには、昆虫成長制御剤（IGR）
の投入が有効です。必要量の錠剤を投入するだけで、蚊の発生を約１カ月間抑える
ことができます。
　自治・町内会単位での使用には購入補助を行っています。
Ü 窓口サービス課生活環境係（☎223-7168）、保健所環境衛生課（☎212-8269）

古タイヤやビニールシートは
処分する、もしくは穴を開け
るなどして、雨がたまらない
ように工夫しましょう

使用していないバケツは裏返
し、日常的に使用しているも
のはこまめに清掃して水を替
えましょう

蚊の幼虫（ボウフラ）は魚の餌
になります。池には魚を飼育
しましょう

簡単な対策で大きな効果！

蚊の発生を防ぎましょう　

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
Ö６月19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（７月） 育カフェ（７月）

Ü子育て交流ぽーとtテ テ
ete（☎080-6250-3653）

■育ぱる（毎月開催）
Ä７月10日（水）午前10時～11時30分　※受け付け
は９時45分から
Å子育て応援ひろば（西堀前通６、C

コ シ ジ
o-C.G.４階）

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６月28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
Ö６月19日（水）から６月26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。
Üはっぴぃm

マ マ
ama応援団（☎278-3177、水曜定休）

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

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
Ö６月19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）

７/17（水） 東地域保健福祉センター 25人

７/18（木） 南地域保健福祉センター 30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

７/10（水）13：30～14：30 中央地域保健福祉センター ７/８（月）

７/12（金）
９：00～11：00 南地域保健福祉センター

７/10（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
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。

Ä7/13（土）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

Ä7/12・19（いずれも金曜）
10：00~11：30
Å12日は天寿園、19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

期日 時間 会場

７/4(木）
9：30～11：00

◎中央地域保健福祉センター

７/16（火） ◎入舟健康センター（新北部総合
コミュニティセンター１階保育室）

７/17（水）
9：30～11：00

◎南地域保健福祉センター
13：30～15：00

７/18(木）13：30～15:00 ◎◆東地域保健福祉センター

◎は栄養士、◆は歯科衛生士による相談あり

フッ化物塗布
Ä７月11日（木）午前９時30分～10時15分　※受け
付けは９時から
Å東地域保健福祉センター
Ç４歳未満の子ども先着30人
持母子健康手帳
É1,020円
Ö６月19日（水）から７月９日（火）までに電話で市役
所コールセンター（☎243-4894）へ

マタニティプログラム（妊婦さん向け講座）
　子育てに役立つ支援情報の紹介など、よりよいマ
タニティライフと赤ちゃんとの暮らしのスタートを応
援する講座です。パートナーも参加できます。
テーマ　新生児・退院後に起こりうること

期日 時間 場所

６/29（土）10：15～11：00
八千代子育て支援センターちゅうりっ
ぷ（川岸町１、☎230-8211）

７/13（土）10：15～11：00
鳥屋野子育て支援センターあいあい
（鳥屋野４、☎283-7131）

Ç妊娠中の人、出産を考えている人
Ö当日直接会場

育ぱる
申込先

流れの悪い側溝雨水桝

※掲載写真は保健所より提供

投入場所の一例
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ふるまちモール７　七夕まつり
　今月26日（水）から７月７日（日）までの12日間、
ふるまちモール７で七夕まつりを開催します。期
間中はモール内を華やかな七夕飾りで彩るほか、
７月６日（土）はガラポン抽選会やハワイアンフラ、
ライブステージなどのイベントを行います。
Åふるまちモール７

日時 内容など
6/26（水）~7/７（日） 七夕飾り

7/６（土） 10：00~18：00 お買物券が当たる！
ガラポン抽選会

13：00~19：00 七夕ライブコンサート、屋台
Ü 古町７番町商店街振興組合（☎ 222-0665）

■みんなのふれあい広場~はじめての絵手紙
Ä６月18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３時30分ま
で、ミニコーナー「はじめての絵手紙」を開催
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

■真夏の夜の感動！セミの羽化観察会
Ä７月20日（土）午後６時30分～８時30分　※雨天
の場合は７月21日（日）に順延
Å県庁の森
持懐中電灯、虫よけスプレー、飲み物　※服装は長袖、
長ズボン、運動靴
Ç小学生と保護者30人　※応募多数の場合は抽選
Ö７月２日（火・必着）までにはがきに「セミの羽化
観察会」および保護者と子どもの氏名（ふりがな）、
郵便番号、住所、電話番号、子どもの学校名・学年
を記入し、同館へ　※当選者のみ７月５日（金）まで
に案内を発送
■東京オリンピック・パラリンピックが待ち遠しい
～第７回「もっとスリランカを知りたい」
Ä７月26日（金）午後１時30分～３時
Ñスリランカの日常生活や食、観光などを紹介する講座
Ç先着30人　Öあす17日（月）から電話で同館へ

■子育てサロン「りんごランド」
Ä６月21日（金）午前10時～11時30分
Ñ自由遊び、ほか　※ミニイベント「気分は南の島
へ～フラダンスを楽しもう」も開催。また、りんご
ランド終了後、保育室を13：30まで開放します。
Ç未就園児と保護者　　Ö当日直接会場
■ご近所だんぎ～夏さきどりのかたづけ術
Ä６月24日（月）午後１時30分～３時30分
Ñかたづけ方のヒントとコツ、事例紹介をしたあと、
参加者同士で茶話会
É100円	 Ö当日直接会場
■子育てサロン「木戸っこくらぶ」
Ä６月28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、ほか
Ç未就園児と保護者　　Ö当日直接会場
■石山地区公民館へ行ってみよう！～イシヤマ夏の
館まつり（サークル体験会）
Ö当日直接会場　※特記があるものを除く

団体名 期日 時間
月曜日

【卓球クラブ　愛球会】
卓球の練習、試合（主にダブルス）
持 動きやすい服装、内履き、ラケット

７/１・８・15・29 13：00～
15：00

【ペルビックヨガ石山】
ペルビックヨガ体験
持 ヨガマット（持っている人）

７/１・15 13：30～
14：30

【パブリックスペース（レクダンス）】
レクレーションダンス
持 動きやすい服装、内履き、飲
み物、タオル
Ö７/７（日）までに佐藤（☎276-
5528）へ

７/８ ９：00～
10：30

【朗読　萌木】
小説・エッセイ等の朗読、滑舌練習 ７/８・22

10：00～
11：30

【オカリナ山鳩】
オカリナ演奏体験

10：30～
11：30

【リフレッシュサークル（ストレッチ
体操）】
持 タオル、バスタオルまたは敷
物、飲み物
Ö６/17（月）から本間（☎090-
4757-6860）へ

７/８ 11：00～
12：30

火曜日
【彩美会（水彩画）】
水彩画体験　Ç各日先着３人
Ö６/17（月）から清田（☎275-
0135）へ

７/２・16 ９：30～
11：30

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」
Ä７月12日（金）午前10時～11時40分（受け付けは
10時30分まで）
Åほっとハウス笹口（笹口小学校内）　
Ñ自由遊び、手遊び、絵本の読み聞かせ・工作「おさ
かなを作って遊ぼう」、宮浦乳児保育園園長による講
話「見守り寄り添う、いやいや期」
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
Ö7月11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

【コーラス火曜日（女声合唱）】
発声練習、練習曲の歌唱指導 ７/２・９ ９：45～

11：45

【彩芳会（水彩画）】
透明水彩画
持 スケッチブックまたは画用
紙、筆、絵の具（なくても可）
Ö７/15（祝）までに大越（☎276-
4010）へ

７/16 13：30～
15：30

水曜日
【五月会（フォークダンス）】
フォークダンスの体験
持 内履き、飲み物

７/３・17 ９：00～
10：30

【石柳会（川柳）】
川柳づくり体験、鑑賞
持 筆記用具

①７/３
②７/17

①13：00～
15：00
②13：00～
16：00

【はなえ会（押し花）】
押し花を使った作品づくり体験
Ç各日先着４人
持 新聞紙１枚、ハサミ
Ö６/17（月）から７/５（金）ま
でに前山（☎286-4888）へ

７/10・24 13：00～
14：00

木曜日
【人形劇サークル赤ずきん】
人形劇上演のための準備、練習 ７/４・11・18・25 10：00～

12：00
【石山健幸カーリンコン（ニュー
スポーツ）】　
カーリンコンの体験 ７/4・18

９：00～
10：30

【玲扇会（新舞踊）】
角川博「蒼い糸」に合わせて新
舞踊の練習

13：00～
15：00

【いしやま混声合唱団】
混声合唱の練習

①７/11
②７/25

①10：00～
12：30
②９：00～
10：30

【東涛会（書道）】
書道の体験
持 書道具（なくても可）

７/11・25 19：00～
20：00

【石山グリーンコーラス（女声合唱）】
女声合唱の体験 ７/18 10：00～

12：00
金曜日

【あおぞら会（卓球）】
卓球の練習・試合（ダブルス）
持 動きやすい服装、内履き、飲
み物、タオル

①７/５
②７/12

①15：30～
17：00
②13：00～
15：00

【マジック・テン（マジック）】
手品 ７/５・19・26 13：00～

16：00
土曜日

【石山地区将棋愛好会】
将棋の体験 ７/６・20 ９：00～

12：00
【石山囲碁クラブ】
囲碁の対局観戦と体験 ７/６・13・20・27 13：00～

16：00

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。

家族介護教室
「介護をしている皆さんへ」

日時 内容 会場

6/19
（水）

10：00～
11：30

認知症につい
て理解しよう
Ç先着30人

在宅介護支援セン
ター東新潟病院
（姥ケ山274）
☎287－6000

６/27
（木）

10：00～
12：00

高齢者向け宅
配弁当について
Ç先着20人

特別養護老人ホー
ムおもと園

（鳥屋野４）
☎283-1165

７/13
（土）

10：00～
12：00

認知症ケアの
ポイント

Ç先着30人

介護老人保健施設
女池南風苑

（女池神明１） 
☎283-0500

７/20
（土）

13：30～
14：30

ダイエットと
便秘について
Ç先着15人

おかむら内科下町
クリニック
（田町１）

☎223-6601

Ö各開催日の2週間前までに電話で各会
場へ（おかむら内科下町クリニックは７
月19日（金）まで申し込み受付）

水災害から、みんなの命を守る！
巡回パネル展
Ä６月25日（火）～７月８日（月）
Åクロスパルにいがた
Ñ全国的な豪雨と被害状況、阿賀野川・
早出川の過去の洪水、出水に関するパ
ネル展示
Ü阿賀野川河川事務所（☎0250-22-2211)

中央区社会福祉協議会
介護のつどい
Ä６月26日（水）午後１時30分～３時30分
Åほんぽーと中央図書館
Ñ情報交換「介護経験者から話を聞こ
う」、茶話会、相談窓口紹介、ほか
Ç先着40人     É100円
Ö電話で中央区社会福祉協議会（☎
210-8720)へ

統計調査に多大な貢献～叙勲を
受章
　統計調査員の本間之子さん（学校町通）が、
このたび令和元年春の叙勲で瑞宝単光章を
受章されました。（総務省関係）
　本間さんは、長年にわたり工業統計調査
をはじめ、各種統計調査に従事し、これまで
の功績が認められ今回の受章となりました。
　栄えある受章にお祝い申し上げます。
Ü総務課統計係（☎226-2413)

中央区教育ミーティング
Ä６月28日（金）午後１時～2時30分
Å新潟市民プラザ（NEXT21・６階）
Ñ区担当教育委員と区自治協議会委員に
よる教育に関する意見交換　Ç先着15人
Ü中央区教育支援センター（☎223-7026)

子ども勉強会　参加者募集
　大学生が中学生に個別に勉強の仕方
を指導します。受験の相談にも応じます。
Ä毎週土・日曜午前９時～正午
Å万代地区（決定時にお知らせします）
Ç市・県民税の所得税が課税されてい
ない世帯の中学生若干名　※応募多数
の場合は世帯の状況を考慮して決定
Ö７月４日（木・必着）までに参加申込
書に世帯全員の平成31年度市民税・県
民税所得証明書を添付し、中央区保護

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

県立鳥屋野潟公園の催し
Öいずれも事前に電話で同公園（☎
284-4720）へ
■トリットボール体験教室
Ä６月18日（火）午前９時～11時30分

課へ提出。参加申込書は中央区保護課
および健康福祉課、東・南出張所窓口
に設置。
Ü保護課（☎223-7331)

Å同公園女池地区「水辺の広場」
Ñトリットボールの体験　Ç先着20人
■パークヨガ
Ä６月20日（木）午前10時～11時30分
Å同公園鐘木地区「お花見広場」
Ñ芝生の上でヨガ体験　　Ç先着20人
持ヨガマット（持っている人）、飲み物、
タオル
■季節のクラフト
Ä６月22日（土）午後２時～３時
Å同公園鐘木地区「四季彩館」
Ñ季節に合わせた工作　　Ç先着10人
■潟キッズ！
Ä７月６日（土）午後２時~３時
集合場所　同公園鐘木地区「四季彩館」
Ñネイチャーゲーム（自然体験活動）
Ç先着10人


	293_1
	293_2
	293_3

