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西海岸公園市営プール

関屋分水

安心・安全に楽しむために

遊泳区域内で泳
ぎましょう

体調不良のとき
や飲酒後は泳が
ないでください

遊泳区域内は水
上オートバイなど
の乗り入れ禁止

ごみは持ち帰り
ましょう

混雑時には交通規制を実施
　交通の安全確保と渋滞緩和のため、一方通行
による交通規制を実施します。
　詳細については、今号の市報にいがた「別冊情
報ひろば」を確認してください。
Ü マリンピア日本海（☎222-7500）、地域課（☎223-
7054）

　監視員の指示に従い、安心・安全に楽しみましょう。

Ä＝日時　Å ＝会場　Ñ ＝内容　Ç ＝対象・定員　　 ＝持ち物　É ＝参加費（記載のないものは無料）　Ö＝申し込み　Ü＝問い合わせ　持

海を楽しむイベント
■ビーチスポーツフェスティバルin関屋浜
Ä７月15日（祝）午前９時30分～午後４時
※天候の状況により中止となる場合があります	
Å関屋浜海水浴場
Ñビーチバレー、ビーチサッカー・ビーチテニ
スなどの体験会、海岸清掃、ほか
Ü 縁

えにし

C
チ ャ イ ナ

hina（☎383-8080）

■ビーチライフ IN 新潟
Ä７月28日（日）午前９時30分～午後４時30分
※天候の状況により中止となる場合があります
Å日和山浜

7

浜茶屋金
衛
町
口

浜茶屋 浜茶屋

波消しブロッ
ク

波消しブロッ
ク

日
赤
入
口

海浜事務所
中
央
入
口

第
一
入
口

波消しブロック波消しブロック

遊泳区域
遊泳区域遊泳区域

浜茶屋（海の家） 20軒
駐車場	 650台
トイレ	近くに公園のトイレあり

関屋浜海水浴場

　関屋浜と日和山浜に７月13日（土）から８月18日（日）まで海水浴場を開設
し、海浜事務所を設置しています。同事務所には午前９時から午後５時45
分まで監視員が常駐し、監視や巡回、事故対応などの業務を行います。
　ルールを守って楽しみましょう。海を楽しもう！

遊泳区域

波消しブロック波消しブロック 波消しブロック（海中）波消しブロック（海中） 波消しブロック波消しブロック

▼

駐車場 WC

海浜事務所
浜茶屋

駐車場出入口 入船みなとタワー 

浜茶屋（海の家）	１軒
駐車場	 80台
トイレ	仮設トイレあり

日和山浜海水浴場

Ñ一般参加型イベント（水上バイク操船体験、スイ
カ割り、ほか）、ステージイベント（万代太鼓、沼垂
木
き や り

遣、ほか）、ビーチイベント（ビーチフラッグス、
フライングディスク）
Ü 同イベント実行委員会・吉江（☎223-7716）

北部総合コミュニティセンター
7 月 16日（火）移転オープン

　老朽化した現在の建物に代わり、リニューアルした旧入
舟小学校の校舎に移転します。
■移転先住所　稲荷町3511番地１
■館内施設
・北部総合コミュニティセンター
・入舟連絡所
・入舟健康センター
・舟江図書館　※７月25日（木）オープン
■休館期間
　移転準備に伴い、あす８日（月）から7月15日（祝）ま
で休館します。なお、入舟連絡所は通常どおり開庁しています。

　移転オープンを記念
して、皆さんで一緒に
お祝いしませんか。

Ä７月 13 日（土）午
前10時 30分～正午
Ñ新潟柳都中学校吹奏
楽部による演奏、野菜や
お菓子などの店頭販売、
ほか
Ö当日直接会場
Ü 地 域 課（ ☎ 223-
7025）

7
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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

中央区だより
第　　 　 号294

区の人口 （

※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）

住民基本
台帳による）

開館式・内覧会



Ä＝日時　Å ＝会場　Ñ ＝内容　Ç ＝対象・定員　　 ＝持ち物　É ＝参加費（記載のないものは無料）　Ö＝申し込み　Ü＝問い合わせ　♣はにいがた未来ポイント対象事業　持

Ü みなと新潟実行委員会（☎ 225-6111、みなとぴあ内）
■キックオフ講演会
Ä７月15日（祝）午後1時 30分～午後３時 30分　　Åクロスパルにいがた
Ñみなとぴあ館長による講演「古町の歩み～その誕生と発展、役割の移り変わり」
Ç先着 150 人　　Ö当日直接会場
■「昭和の古町を掘り起こしてみよう」参加者募集（全６回）
Ä８月３日、9月 7日・28日、10 月 19 日、11 月 9日・30日（いずれも土曜）
午前10時～正午　　Åみなとぴあ、ほか
Ñ地図や写真、まち歩きなどを通じて、昭和30～60年代の古町の姿を呼び起こすワー
クショップ
Ç 16 歳以上 30人　※応募多数の場合は抽選
Ö 7月24日（水・必着）までに、メール件名に「古町ワークショップ参加希望」、本文
に氏名、住所、電話番号を記入し、みなとぴあ（museum@nchm.jp）へ
■「にいがた古町　いまむかしカルタをつくろう」参加者募集（全４回）
Ä７月 27日（土）、８月８日（木）、９月14日（土）、10月 26日（土）午前 10
時～正午　※8月 8日（木）は午前 9時 30分～午後 4時
Åみなとぴあ、ほか
Ñまち歩きなどを通じて古町地区の様子を調べ、カルタをつくる
Ç小学３～６年20人　※応募多数の場合は抽選
Ö 7 月 20 日（土・必着）までに、メール件名に「古町カルタ」、本文に氏名、学年、
住所、電話番号を記入し、みなとぴあ（museum@nchm.jp）へ

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

妊婦歯科健康診査
Ñ歯科健診、歯科保健指導　
Ç母子健康手帳を取得している妊婦　
持ハンカチまたはタオル、母子健康手帳　
Ü健康福祉課健康増進係（☎223-7237）

期日 会場 受付時間

８/２（金） 南地域保健福祉センター
13：00～13：45

８/８（木） 東地域保健福祉センター

みんなでつながるにっこにこ子育て応援事業
■10カ月の育ちの講座
Ñ発達心理相談員や保健師による10カ月の子どもの
発達、関わり方、遊び方についての講座
Ç平成30年９月生まれの子ども（はっぴいmマ マamaはう
すは平成30年８月生まれも対象）と保護者先着20組
持母子健康手帳、ハンカチのほか、赤ちゃ
んに必要なもの
Ö７月11日（木）から右の二次元コードを
読み取り申し込み　※読み取ることがで
きない人はお問い合わせください。

期日 会場 時間

７/23（火） はっぴいmマ マamaはうす（神道寺1) 10：00~
11：30７/24（水） 南地域保健福祉センター

Üはっぴぃmマ マama応援団（☎278-3177、水曜定休）

8月の子どもの健康診査
・案内と問診票は、対象者に郵送します。
・時間や持ち物などは案内でご確認ください。
・対象となっているのに案内が届かない場合は、お
問い合わせください。
Ü健康福祉課健康増進係（☎223-7237）
■股関節検診・母体保護相談
Å南・中央地域保健福祉センター
Ç平成31年４月生まれの子ども（中央地域保健福祉

センターは令和元年５月生まれも対象）と保護者
■１歳誕生歯科健康診査
Å南地域保健福祉センター
Ç平成30年８月生まれの一部の子ども　※子育てを
応援しようと、ボランティアが読み聞かせを行う
「ブックスタート」を健診終了後に実施。絵本のプレ
ゼントもあります。
■１歳６カ月児健康診査
Å東・南地域保健福祉センター　※中央地域保健福
祉センターは９月に合わせて実施します
Ç平成30年１月生まれの子ども
■３歳児健康診査
Å南・中央地域保健福祉センター　※東地域保健福
祉センターは９月に合わせて実施します
Ç平成28年２月生まれと平成28年１月生まれの一
部の子ども

申込先

≪広告欄≫

　中央区では「話そう・つなごう・あなたの想い　終活きっかけ作
り事業」として、一人暮らしや身寄りのない高齢者が、もしもの時
に備え、自らが望む医療やケアについて、前もって考え、周りの人
と話し合い、共有できるしくみづくりに取り組みます。
　この事業の参考にするため、７月５日（金）から以下の通り意識調
査を実施しています。封筒が届いた方は、ご協力をお願いします。
調査区域　中央区全域
調査方法　調査票の配布・回収ともに郵送で実施
調査時期　７月 24 日（水）まで
調査対象　中央区の住民基本台帳から無作為に抽出した満 65 歳以

上の区民 2,000 人
Ü健康福祉課地域福祉・高齢介護担当（☎ 223-7216）

意識調査にご協力ください
自らが望む人生の最終段階における医療・ケア

古町の記憶と魅力を探ろう
新潟開港

１５０周年事業

夏休み自由研究は旧齋藤家別邸へ

　旧齋藤家別邸で夏休みに楽しく学べ
る講座を開催します。作品は持ち帰る
ことが出来ますので夏休みの自由研究
にも最適です。
　夏のひと時を豪商の邸宅で楽しんで
みませんか。なお、保護者は別途入館
料300円が必要です。
Ö７月 10 日（水）から電話で同施
設（☎ 210-8350）へ　
■チャレンジ花びら染め
Ä７月27日（土）
①午前10時30分～
正午②午後２時～３
時30分
Ñ同施設庭園のツツジなどの花びら
を使った草木染め作品の制作　※ド
リンク付き
Ç各回先着 10 人　※保護者は有料
で参加可能。見学のみは不可。
É 1,000 円　　持エプロン
■型染め手ぬぐい作り
Ä７月 28日（日）①午前 10時 30

分～正午②午後２
時～３時 30分	
Ñ同施設の植物
などを模した型を
使ったオリジナル手ぬぐいの制作
※ドリンク付き
Ç各回先着 10 人　※保護者は有料
で参加可能。見学のみは不可。
É 1,000 円　　持エプロン
■茶道体験
Ä８月３日（土）①
午前 10 時 30 分～
11時 30分②午後２
時～３時
Ç各回先着 15人
É 1,500円
■英語で齋藤家の魅力探し
Ä８月17日（土）①午前９時30分～
10時 30分②午前11時～正午
Ç小学５・６年生各回先着５人
持ノート、筆記用具
É 700 円

中央区だより2 令和元年7月７日

　７月21日（日）は、参議院議員通常選挙の投開票日です。投票に
行きましょう。
■投票所の住所の確認を
施設の移転に伴い、以下の投票所の住所が変更されます。

投票所 旧住所 新住所

北部総合コミュ
ニティセンター 附船町 1 丁目 4385 番地１ 稲荷町3511番地１

（旧入舟小学校跡地）

対象地区
赤坂町１～３丁目、稲荷町、入船町１～６丁目、海辺町１・２番地、窪田
町５丁目、６丁目の一部、７丁目、魁町、田町１～３丁目、忠蔵町、附船
町１～３丁目、西湊町通１～４ノ町、艀川岸町、早川町１～３丁目、東入船町、
東湊町通４ノ町、船場町２丁目、船見町１・２丁目、本間町３丁目、松岡町、
緑町、湊町通３・４ノ町、室町１・２丁目、元下島町、柳島町１～４丁目、
山田町１・２丁目、横七番町通４・５丁目

■当日投票に行けない場合は期日前投票を
当日投票に行けない場合は、以下の会場で期日前投票ができ

ます。投票所入場券裏面の宣誓書を記入の上、お越しください。
最終日は混雑が予想されますので早めの投票をお願いします。
期間　７月20日（土）までの毎日午前８時30分~午後８時
会場　中央区役所（NEXT21）、東・南出張所、東区役所石山出
張所　
持入場券　
※中央区役所へ車でお越しの方は、市営西堀地下駐車場をご利
用ください。歩行が困難な方は、NEXT21地下２階のおもいや
り駐車場を利用できます。それ以外の駐車場は減免できません。
Ü中央区選挙管理委員会事務局（☎223-7086、総務課内）

７/21（日）は投票へ 参議院議員通常選挙



中央区だより 3令和元年７月７日

Ä＝日時　Å ＝会場　Ñ ＝内容　Ç ＝対象・定員　　 ＝持ち物　É ＝参加費（記載のないものは無料）　Ö＝申し込み　Ü＝問い合わせ　持

本紙掲載の催しに参加する際は、でき
るだけ公共交通機関をご利用ください。

公民館・図書館
※公民館の申込受付は午前９時から

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

■夏休み子ども体験教室
Ç各教室小学生20人　※応募多数の場合は抽選（落
選者のみ７月19日（金）以降に電話連絡）
Öあす８日（月）から７月18日（木）までに電話で同館へ

期日 時間 内容 持ち物

７/27
（土）

10：00～
12：00

工作戦隊ハグルマン直
伝！歯ブラシカー作り 筆記用具

８/１
（木） 実験！水道水の不思議

筆記用具
※自由研究とし
てまとめたい人
はカメラ持参

８/８
（木）

木で作る、自分で作るパッ
クン貯金箱　É500円

ポスターカラー
（持っている人）

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

■ひよこファミリーらんど
Ä７月９日（火）・16日（火）・18日（木）・23日（火）・30日
（火）午前10時～午後４時30分　※18日は午後１時から
Ñ保育室の開放	 	 Ç乳幼児と保護者
Ö当日直接会場
※専門のスタッフはつきません。保護者が責任を
もって利用してください。９日はイベント「ひよこ
デイ」を開催。午前11時～正午にミニコーナー「手
形うちわ作り」、午後２時30分～３時は絵本の読み
聞かせを実施します。昼食を持参して、みんなで一
緒に食べませんか。
■みんなのふれあい広場
Ä７月16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「音楽で遊ぼう！心とからだのリフレッ
シュ」を開催
Ö当日直接会場
■子ども体験教室～こけだま作り体験
Ä８月２日（金）午前10時～正午
Ñオリジナルこけだま作り　※汚れてもいい服装で
来てください
Ç小学１・２年生20人　※応募多数の場合は初めて
の人を優先して抽選　　É500円　　　
Ö７月10日（水）から17日（水）までに電話で同館へ
■中国語サークル「月華会」入門・初級講座体験
Ä９月10日（火）午後４時～５時
Ç先着10人　　　持筆記用具
Ö７月10日（水）から電話で同館へ

図書館

■おはなしのじかん Ö当日直接会場 
期日 時間 会場・問い合わせ

♥毎週火曜
および８/１(木）

11：00～11：20
※終了後、「絵本なん
でも相談タイム」あり 

ほんぽーと
中央図書館

（☎246-7700）

■赤ちゃんタイム
毎週火・木曜
10：00 ～13：00
おはなしのへやで赤
ちゃんとゆっくり過
ごしてください。

７月

11◆ 木 11：00～11：30

13 土 11：00～11：30
13：30～14：00

18♥ 木 11：00～11：30

20 土 11：00～11：30

25◇ 木 10：30～12：00

27 土 11：00～11：30

８月 ３ 土 11：00～11：30

毎週金曜♥ 11：00～11：20
鳥屋野図書館

（☎285-2372）
■赤ちゃんタイム
毎週金曜
10：00～12：00７月

13 土 10：30～11：00

17 水 10：30～11：00

27 土 10：30～11：00

26◇ 金 14：00～17：00
※１組10分程度

生涯学習センター図書館
（☎224-2120）
■赤ちゃんタイム
毎週金曜
10：00～13：00

８月 ２
♥◇ 金 11：00～12：00

※１組10分程度

♥乳幼児向け、◆わらべうた、◇個別の読み聞かせ

■子育てサロン「りんごランド」
Ä７月19日（金）午前10時～11時30分
Ñ自由遊び、ほか　※ミニイベント「ミニコンサート・
保健師さんの子育てワンポイントアドバイス」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「すぐに役立つ防犯を学ぼう」
Ä７月22日（月）午後1時30分～３時30分
Ñ講座「振り込め詐欺被害を防止するために」、茶話会
É100円　　　Ö当日直接会場
■石山あそび隊
Öあす８日（月）から７月17日（水）までに電話で同館へ
※応募多数の場合は抽選（当選者のみ７月22日（月）
までに通知）　　持水筒（水またはお茶）
期日 時間 内容 対象・定員

７/30（火）13：30～
15：00

手描染でエコバック
É500円 小学生30人

７/31（水）

10：00～
12：00

集中力アップ！吹き矢に
挑戦

小学４～６
年生30人

13：30～
15：30 スティックドミノ 小学4～６

年生40人

８/５（月）10：00～
12：00

芝ぼうやを作ろう
É500円 小学生30人

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

■とやの手品教室
Ä８月５日（月）午前10時～11時30分
Ñマジックショー、手品のタネ作り、練習
Ç小学生先着20人　　　持新聞紙１日分
É100円　　Öあす８日（月）から電話で同館へ
■電気ものづくり教室
Ä８月６日（火）午後１時30分～３時
Ñ「くるくる回るよ不思議モータ」作り
Ç小学生先着20人
Öあす８日（月）から電話で同館へ
■とやのガンプラ教室
Ä８月17日（土）午後１時30分～３時30分
Ñプラモデル作りのコツを学ぶ
Ç小学３～６年生と保護者先着10組
É小学生１人につき1000円
持プラモデル作り用の工具（持っている人）
Öあす８日（月）から電話で同館へ

東地区公民館　☎241-4119
〒950-0083　中央区蒲原町7-1

■子育てサロン「のんのん」
Ä７月８日・22日・29日（いずれも月曜）午前10時～
午後２時（出入り自由。昼食の持参可）
Ñ自由遊び　※毎回午前11時から絵本の読み聞かせ
を実施、７月８日は保健師による育児相談、７月22日
はマザーズハローワークによる就職についての話あり
Ç未就園児と保護者	 Ö当日直接会場
子育て支援ボランティア募集　「のんのん」の運営を
手伝うボランティアを募集しています。詳しくはお
問い合わせください。
■折り紙でくす玉を作ろう！
Ä７月27日（土）午前９時30分～10時30分
Ç小学４～６年生14人　※応募多数の場合は抽選
Ö７月11日（木）までにメールで、件名に「折り紙申し
込み」、本文に児童の氏名（ふりがな）と保護者の氏名、
学校、学年、郵便番号、住所、電話番号を記入し同
館（higashi.co@city.niigata.lg.jp)へ
■食パンで作るクロックケーキとかりんとう
Ä７月27日（土）午後１時～３時30分

Ñ調理実習　※小麦粉・卵・乳製品・果物等を使用
Ç小学４～６年生16人　※応募多数の場合は抽選
É200円
持エプロン、三角巾、マスク、ふきん、手拭きタオル、
内履き
Ö７月11日（木）までにメールで、件名に「クロックケーキ
申し込み」、本文に児童の氏名（ふりがな）と保護者の氏名、
学校、学年、郵便番号、住所、電話番号、アレルギーの
有無を記入し同館（higashi.co@city.niigata.lg.jp)へ
■ゆうゆうの夏まつり
Ä７月27日（土）	 	 Ö当日直接会場

時間 イベント 対象

10：00～14：30 保育室の開放
※スタッフはつきません 乳幼児と保護者

９：00～11：00 「カプラ®」ブロックで遊
ぼう！

幼児・小学生
※幼児は保護者
同伴

11：00～11：30 紙しばいを見よう

11：30～12：00 バルーンアートを作ろう

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。

新潟中央交通安全協会と新潟中
交通安全協会が合併
　新潟中央交通安全協会は、令和元年
８月１日をめどに新潟中交通安全協会
と合併し「新潟中交通安全協会」として
業務を開始する予定です。
　新潟中央警察署における免許事務、
車庫証明等の業務は、「新潟中交通安全
協会新潟中央支所」として、これまで通
り継続します。
　なお、今年７月１日に安全運転管理
者協会は「新潟中安全運転管理者協会」
に統合合併しました。
Ü新潟中交通安全協会（☎247-5600）、
新潟中央交通安全協会（☎225-0171）

子どもの預かり「ファミサポ」
入会説明会
　市ファミリー・サポート・センター

「ファミサポ」は主に子どもの預かりや送

迎を行う子育て支援です。入会説明会
では、依頼会員、提供会員ともに会場で
登録手続きをすますことができます。
Ä７月20日（土）午前10時～11時
Å 市総合福祉会館（八千代１）
Ñ 制度の説明（約 45 分）、登録手続き

（希望者のみ） Ç 先着 20 人　
持保護者の写真（縦３cm ×横 2.5cm）
２枚、現住所が確認できるもの（運転
免許証など）
Ö 電話で同センター（☎ 248-7178）へ

生活困窮から自立に向かう一歩を
共に歩む～農福連携の現場から
Ä７月20日（土）午後１時30分～４時45分
Å市総合福祉会館（八千代１）
Ñ農業や食を通して生活困窮から自立へ
向かう取り組みの可能性についての話、
試食、有料販売、ほか　Ç先着100人
É1,500円　※学生は500円
Ö７月12日（金）までに電話で県社会福
祉士会（☎281-5502）へ

県民介護知識・技術習得講座
介護体験・入門コース
Å新潟ユニゾンプラザ（上所２）
Ç各日先着30人
持筆記用具、昼食、実技しやすい服装、

内履き
Ö電話で県社会福祉協議会（☎281-
5525）へ
期日 内容 時間

７/29
（月）【実技】寝返り・排泄介助

10：00~
16：00８/４

（日）
【講義】認知症の理解
【実技】認知症の方への対応

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

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

市民招待セーリング
Ä８月３日（土）①午前10時～正午②午
後１時～３時
Å万代島多目的広場
Ñクルーザーヨットに乗船し、川や海
から街並みを見学
Ç中学生以上各回25人　※応募多数の
場合は抽選
持動きやすい服装、帽子、運動靴、飲み物
Ö７月15日（祝・必着）までにはがき
に乗船希望者全員の住所、氏名、年

齢、電話番号、乗船希望時間を記入し、
新潟オフショアセーリングクラブ（〒
950-0078中央区万代島５)へ　※１グ
ループにつき４名まで
Ü同クラブ・岩城（☎090-5438-7812)

中央区ドキドキ・ワクワク
ふれあいサッカー教室
Ä８月４日（日）午後３時45分～５時15
分　※受け付けは３時30分から
Åデンカスワンフィールド（県スポーツ
公園内）
Ñアルビレックス新潟の選手たちを交
えたサッカー教室、写真撮影会、ほか
Ç区内在住もしくは在学の小学１~６
年生先着100人
持サッカーボール、飲み物、運動できる靴

（スパイク不可）、動きやすい服装、タオル
Öあす８日（月）から７月28日（日）午後
６時（必着）までに、氏名（ふりがな）、
学年、住所、郵便番号、電話番号を記
入し、ファクスでアルビレックス新潟
サ ッ カ ー ス ク ー ル（FAX：025-280-
0012)へ
Ü同スクール（☎280-0011)


