
　11月22日は「いい夫婦の日」。また、これからクリスマスや年末を迎え、花や　11月22日は「いい夫婦の日」。また、これからクリスマスや年末を迎え、花や
観賞用植物を飾ったり、贈ったりすることもあるでしょう。専門店や地域のスー観賞用植物を飾ったり、贈ったりすることもあるでしょう。専門店や地域のスー
パーなどで花に触れられる機会の多い中央区。今回は、小山生花店の小山淳一さパーなどで花に触れられる機会の多い中央区。今回は、小山生花店の小山淳一さ
んへおすすめの花などを聞きました。んへおすすめの花などを聞きました。

室内で長く花を楽しむには室内で長く花を楽しむには

花の購入を考えている皆さんへ 市では、にいがたの食や花の魅力をPRしています市では、にいがたの食や花の魅力をPRしています

アレンジメントを選ぶ・贈るときにはアレンジメントを選ぶ・贈るときには

�お水は常温、夜は窓から離れたところに植物を置こう�お水は常温、夜は窓から離れたところに植物を置こう
　観葉植物は寒いのが苦手。いきなり冷気を浴びると植物も驚いて、　観葉植物は寒いのが苦手。いきなり冷気を浴びると植物も驚いて、
弱ることがあります。弱ることがあります。

部屋は空気の流れる位置に植物を置こう部屋は空気の流れる位置に植物を置こう
　ときどき風が優しくあたる場所を選んでください。　ときどき風が優しくあたる場所を選んでください。
常に風にさらされると、植物も乾燥します。常に風にさらされると、植物も乾燥します。

�花の高さは、花瓶の高さ×２倍(または３倍)�花の高さは、花瓶の高さ×２倍(または３倍)
にするにする

　花の高さが花瓶の高さの２倍（または３倍）あると　花の高さが花瓶の高さの２倍（または３倍）あると
バランス良く見えます。いろいろな品種を手に取り、バランス良く見えます。いろいろな品種を手に取り、
好みの飾り付けを楽しんでください。好みの飾り付けを楽しんでください。

　中央区は生産者から花が集まる地域です。昔と比較して、新潟の気　中央区は生産者から花が集まる地域です。昔と比較して、新潟の気
候も暖かくなり、東京などで流通する植物が手に入りやすいです。候も暖かくなり、東京などで流通する植物が手に入りやすいです。
　植物は手をかけて育てると、それにこたえて成長してくれます。購　植物は手をかけて育てると、それにこたえて成長してくれます。購
入直後だと、植物は引っ越しをしたような状態です。新しい環境にな入直後だと、植物は引っ越しをしたような状態です。新しい環境にな
れるまで、２カ月くらいかかると思うので、室内で長く花を楽しむとれるまで、２カ月くらいかかると思うので、室内で長く花を楽しむと
きの要点を参考にしながら花のある生活を満喫してください。きの要点を参考にしながら花のある生活を満喫してください。

各二次元コードから詳細を確認できます。担当：食と花の推進課各二次元コードから詳細を確認できます。担当：食と花の推進課

��店員へ用途を伝えましょう店員へ用途を伝えましょう
　例えば、ユリの花粉でくしゃみの症状が出るアレルギーを持つ人が　例えば、ユリの花粉でくしゃみの症状が出るアレルギーを持つ人が
いたり、飲食店など香りが強い花が不向きな場所があったりします。いたり、飲食店など香りが強い花が不向きな場所があったりします。
贈り物は、いつ・どこで・誰に贈るか店員へ伝え花を選んでください。贈り物は、いつ・どこで・誰に贈るか店員へ伝え花を選んでください。

��色やイメージ写真を伝えてみましょう色やイメージ写真を伝えてみましょう
　暖かい印象を受ける色なら赤系、元気が出る色なら黄色やオレンジ　暖かい印象を受ける色なら赤系、元気が出る色なら黄色やオレンジ
など、贈りたい花束の色やイメージを伝えましょう。白とグリーンななど、贈りたい花束の色やイメージを伝えましょう。白とグリーンな
どいろいろな組み合わせもあるので、店員へ相談してください。どいろいろな組み合わせもあるので、店員へ相談してください。

花のことが花のことが
学べる情報紙学べる情報紙
花育通信花育通信

四季の特産品を四季の特産品を
調べるなら調べるなら

今が旬！にいがたの食と花今が旬！にいがたの食と花

冬の花が知りたい　花を飾ろう・贈ろう

小山淳一さん小山淳一さん

小山淳一さん
　西堀通８番町で創業から99年目の生花店を営む　西堀通８番町で創業から99年目の生花店を営む
小山生花店の店主。花を販売するほか生け花教室小山生花店の店主。花を販売するほか生け花教室
を開いています。を開いています。

月月 日日
歴史と文化の薫りただよう、歴史と文化の薫りただよう、
うるおいとにぎわいのまちうるおいとにぎわいのまち

中央区中央区

中央区だより中央区だより1111
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375375

区の人口 （住民基本
台帳による）

人口…… 173,292人	（－63）
　男………82,144人	（－40）
　女………91,148人	（－23）
世帯……88,966世帯	（－12）
※令和４年10月末現在の住民基
本台帳による。（　）内は前月末比

2020

リースライン
　茎が柔らかいうちは、
クリスマスリースにア
レンジすることができま
す。
　また、ドライフラワー
にしたり、他の花と一緒
に飾り付けしたりすると
翌年まで楽しめます。

八重咲の百合
（シベリアほか）
　花粉が手や服につく心
配がなく、飾りやすいで
す。最近、市場への出荷
量が増え、生花店での取
り扱いが増えています。

クリスマスごろまで楽しめるクリスマスごろまで楽しめるおすすめの花おすすめの花

小山さんの小山さんの

ワンポイントアドバイスワンポイントアドバイス

ポインセチア
　赤い部分は、がく(花
の外側にあって花びらを
囲むもの)です。

…気を付けるポイント…

　折れた枝から染み出し
た樹液に触ると、まれに
皮膚がかぶれます。

シクラメン
　寒さに強いので、庭で
園芸をする人にとって育
てやすい花です。玄関先
で雪をかぶっても、４月
ごろまで花を咲かせます。

…手入れのポイント…

　水は控えめに与えてください。
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日＝日時　場＝会場　内＝内容　人＝対象・定員　持＝持ち物　￥＝参加費（記載のないものは無料）　申＝申し込み（記載のないものは当日直接会場）　問＝問い合わせ

※電話番号は市外局番（025）を省略しています。
※掲載の二次元コードを読み取ることができない人は各イベント主催者へお問い合わせください。

≪広告欄≫

　鳥屋野潟の治水と防災について学ぶ
　10月13日、県職員の小野宏志さんと、とやの物語実行委員の後藤素
子さんを講師として、新潟柳都中学校の１年生を対象に出前講座を行い
ました。生徒は、鳥屋野潟の水害と治水対策、講師の被災体験を聞き、
日頃から災害時の危険箇所を把握しておくことが、命を守ることにつな
がることを学びました。
　受講した生徒は「しもまちも住みよいところだが、鳥屋野潟周辺も良
いところだと思った。潟の中にも入ってみたい」「潟の周辺に桜の木が
たくさんあることを知った。春になったら行ってみたい」と話し、鳥屋
野潟に興味を持ったようすでした。

次回のパネル展　
Ä12月16日(金)から12月25日(日)まで
Åイオンモール新潟南　１階ジュエリー
ツツミ前
Üとやの物語実行委員会事務局（窓口
サービス課内、☎223-7168）

　10月29日、市・鳥屋野校区コミュニティ協議会・鳥屋野小学校学校
運営協議会が共催し、逆ダケの国の文化財指定100周年を記念したイベ
ントを鳥屋野小学校で開催しました。日常管理を行っている愛護の会は、
管理の大変さやエピソードを発表し、鳥屋野小学校の３年生は逆ダケ体
操や劇、クイズなどを披露。また、新潟大学の森田龍

たつよし

義名誉教授の講演
やみなとぴあの坂井秀弥館長の講評など、さまざまな視点から逆ダケの
魅力に迫りました。
発表をした児童は「す
ごく緊張したけど大
きな声で発表できま
した」「愛護の会や森
田先生のお話が楽し
くて、知らない発見
がたくさんありまし
た」などと話していま
した。

　10月８日と９日に、にいがた２km食花マルシェが万代シテイと新潟駅にて
開催しました。食を扱う万代シテイの会場に、中央区からは沼垂地区食品製
造業・発酵食をPRするため、沼垂ビールと三

さんおう

旺食品の２店舗が出店。数種類
のクラフトビールとからしめし（辛いあんかけご飯）は、来場者に好評で、買
い求める人の列ができていました。一方、花を扱う新潟駅会場では、販売や
花の装飾の実演などで、訪れた人を魅了していました。
　来場者の中にはシティマラソンの参加者や県外からの旅行者もおり、他のイベ
ントとの相乗効果によって多くの人に産業の魅力を発信することができました。

出前講座

連 載 とやの物語 × SDGs ❼とやの物語 × SDGs ❼
区
づくり事業

特色ある特
色

あ
る  区づくり

事
業歩道除雪の参加団体を募集歩道除雪の参加団体を募集

まちに賑わいをもたらした食花マルシェまちに賑わいをもたらした食花マルシェ

「もっと知りたい！「もっと知りたい！
鳥屋野のお宝　鳥屋野のお宝　逆逆

さかささかさ

ダケの藪」ダケの藪」
を開催しました！を開催しました！

　市では、通学路を確保するために、地域コミュニティ協議会、自治会・町内会
などが歩道除雪をした場合、奨励金を交付しています。交付には、事前に団体登
録が必要です。まずは登録してみませんか。� Ü建設課管理係（☎223-7403）
登録要件　５人以上の団体であること
支払額　１人あたり500円（１日１回まで）に歩道10ｍあたり130円、道路横断
箇所１カ所あたり130円加算　※３人以上で活動した場合に支払い
対象となる除雪の範囲　市管理道路で、歩道として使用されている道路のうち、
下記のいずれかに該当する区間
１．通学路
２．人家が連なる区間またはそれに準ずる区間
３．歩行者の多い歩道および車道の路肩部
４．その他、公共性が高いなど、特に市長が認める箇所

　10月29日、市民プラザで「古町芸妓お昼の舞スペシャル」を開催しました。前回は
新型コロナウイルス感染拡大により中止となったため、１年ぶりの開催となりました。
　まず始めに、日本料理店・行

いきなり

形亭
や

の行
いきなりかずしげ

形和滋さんが講演し、「古町芸妓の舞台とし
ての料亭」をテーマに、お座敷の楽しみ方や古町芸妓の特
徴について話しました。その後、13人の古町芸妓が登場し、
華やかな舞を披露。演目の前には衣装や唄の説明があり、
芸妓をよく知らない人でも楽しめるよう工夫されたプログ
ラムでした。
　参加した人は「一つ一つの演目が短いので、飽きること
なく楽しめました」「大きな会場で１時間たっぷり見られ
る機会はなかなかないので、貴重でした」「若い芸妓さん
も素晴らしい舞でした。畳の上ではまた雰囲気が変わる
と思うので、料亭でも見たくなりました」などと話してい
ました。

●定期的に開催しています
　「古町芸妓お昼の舞」は、まちみなと情報館で定期的に開催しています。定員15
人、１公演20分と規模は小さいですが、間近で舞を見ることができます。今後の
開催情報は、市ホームページや本紙でご案内します。
Ü地域課（☎223-7054）

古町芸妓による舞を鑑賞古町芸妓による舞を鑑賞区
づくり事業

特色ある特
色

あ
る  区づくり

事
業

取材レポート

沼垂ビール沼垂ビール

食会場（万代シテイ）食会場（万代シテイ） 花会場（新潟駅）花会場（新潟駅）

からしめしからしめし
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特設サイト
二次元コード【 】



日＝日時　場＝会場　内＝内容　人＝対象・定員　持＝持ち物　￥＝参加費（記載のないものは無料）　申＝申し込み（記載のないものは当日直接会場）　問＝問い合わせ

※電話番号は市外局番（025）を省略しています。
※掲載の二次元コードを読み取ることができない人は各イベント主催者へお問い合わせください。 3中 央 区 だ よ り 令和４年（2022年）11月20日

健康・福祉
各事業の各事業のÖ・・Ü連絡先一覧連絡先一覧
①健康福祉課健康増進係①健康福祉課健康増進係
　【妊娠～乳幼児期担当】　☎223-7237　【妊娠～乳幼児期担当】　☎223-7237
②東地域保健福祉センター②東地域保健福祉センター
　東万代町９-52　☎243-5312　東万代町９-52　☎243-5312
③南地域保健福祉センター③南地域保健福祉センター
　新和３-３-１　☎285-2373　新和３-３-１　☎285-2373
④健康福祉課地域保健福祉担当　☎223-7039④健康福祉課地域保健福祉担当　☎223-7039
⑤子育て交流ぽーと⑤子育て交流ぽーとtt

テ テテ テ

eteete	 ☎080-9680-6822	 ☎080-9680-6822
⑥はっぴぃ⑥はっぴぃmm

マ ママ マ

amaama応援団	 ☎278-3177、水曜定休応援団	 ☎278-3177、水曜定休
⑦市役所コールセンター　☎243-4894⑦市役所コールセンター　☎243-4894

・・開催日当日は、ご自宅で体温測定をお願いします。開催日当日は、ご自宅で体温測定をお願いします。
・�本人・同伴者について、以下に該当する場合は・�本人・同伴者について、以下に該当する場合は
事前に健康福祉課へ連絡をお願いします。事前に健康福祉課へ連絡をお願いします。
��（ア）新型コロナウイルス陽性者、または、濃厚接触者（ア）新型コロナウイルス陽性者、または、濃厚接触者
��（イ）（イ）10日以内に発熱、咳などの風邪症状があった10日以内に発熱、咳などの風邪症状があった

■妊婦歯科健康診査 妊娠期
Ç中央区在住の母子健康手帳を取得している妊婦
Ö11月23日（水・祝）から各開催日の２日前までに電話で一覧⑦へ
受付時間　午後１時～２時15分

期日期日 会場会場 定員（先着）定員（先着）
12/２（金） 南地域保健福祉センター 39人
12/８（木） 東地域保健福祉センター 24人

■安産教室 妊娠期
Ä12月14日（水）午後１時30分～３時30分
※受け付けは１時15分から
Å南地域保健福祉センター
Ñ歯科衛生士・栄養士・助産師による講話
Ç出産予定月が令和５年４月～令和５年５月まで
の中央区在住の妊婦先着15人　

Ö11月24日（木）から12月７日（水）までに電話で一覧①へ

■みんなでつながるにっこにこ子育て応援
事業（毎月開催）
※中央区在住の人が対象です。
Ñ保健師や助産師への相談、講座、参加者同士の
情報交換、ほか
Ö各講座の申し込み開始日午前８時30分から携帯
電話などで二次元コードを読み取り申し込み　
■妊

にん

カフェ 妊娠期
Ç妊婦（土曜日はパートナーの参加可）先
着６組　※２回１コース。両日参加でき
る人を優先。
Ö11月23日（水・祝）から　　　Ü一覧⑤
時間　午後１時30分～３時30分

期日期日 会場会場
12/12（月） 南地域保健福祉センター
12/24（土） 子育て応援ひろば（西堀前通６）

■育
いく

カフェ 生後 1～ 5カ月  

Ä12月９日・16日（いずれも金曜）午前
10時～11時30分
Å燕喜館（白山公園内）
Ç生後１～５カ月の子どもと保護者先着12組
Ö11月23日（水・祝）から　　　Ü一覧⑤
■育ぱる 生後６～９カ月

Ä12月14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mマ マamaはうす（神道寺１）
Çおおむね生後６～９カ月の子どもと保護
者６組　※抽選（初めて参加する人を優先）
Ö11月23日（水・祝）から30日（水）まで　※12月
１日（木）以降に抽選結果を通知　　　Ü一覧⑥
■10か月育ちの講座 生後10カ月
Ç令和４年２月生まれの子どもと保護者
Ö11月23日（水・祝）から各開催日の
前日まで　　　Ü一覧⑥
時間　午前10時～11時30分

期日期日 会場会場 定員（先着）定員（先着）
12/20（火） 東地域保健福祉センター 12組
12/21（水） はっぴぃmマ マamaはうす（神道寺１） ８組

公民館
中央公民館　☎224-2088中央公民館　☎224-2088

〒951-8055　中央区礎町通3-2086〒951-8055　中央区礎町通3-2086
受付時間　平日午前９時～午後５時受付時間　平日午前９時～午後５時
　　　　（土・日曜、祝日除く）　　　　（土・日曜、祝日除く）

■ひよこファミリーらんど
Ä12月６日・13日・20日・27日（いずれも火曜）
午前10時～正午　　　Ñ保育室の開放　※20日は
ミニイベントを開催。事前申し込みが必要です。
Ç乳幼児と保護者先着７組　　　Æバスタオル（乳児のみ）

東地区公民館　☎241-4119東地区公民館　☎241-4119
〒950-0083　中央区蒲原町7-1〒950-0083　中央区蒲原町7-1

■子育てサロン「のんのん」
Ä12月５日・12日・19日・26日（いずれも月曜）
午前10時～午後２時（出入り自由。飲み物の持参可）
Ñ自由遊び　※毎回午前11時から絵本の読み聞か
せを実施。12日はクリスマスイベントを開催。
Ç未就園児と保護者

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

■子育てネットまつぼっくり
Ä12月２日・９日・16日・23日（いずれも金曜）午前10時～正午
Ñ親子の遊び場　　　Ç乳幼児と保護者

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。市役所、区役所、関係機関からの情報を掲載します。

■マイナンバーカード臨時申請窓口の開設
Ä令和５年２月28日（火）まで午前９時
30分～午後２時　※土・日曜、祝日も受
け付け。持ち物や休業日については、右
の二次元コードから確認してください。
Å市役所本館　　　Ü市民生活課（☎226-1013）

■無事故・無違反の優秀（良）運転者を表彰
　交通安全協会では、令和５年春の全国交通安全運
動に合わせて、優秀運転者・優良運転者を表彰する
予定です。対象者は、無事故・無違反の期間が規定
年数以上ある人で、年数に応じて10年、20年、30
年、40年、50年の表彰区分があります。交通安全
協会会員資格の有無は問いません。
Ö令和５年１月６日（金）までに新潟中交通安全協会

（新潟警察署内、☎247-5600）、または、新潟中央
支所（新潟中央警察署内、☎225-0171）へ

■幸せ空間�親子でシネマ＠迎賓館TOKIWA
Ä12月11日（日）午後１時30分～４時
Å迎賓館TOKIWA（西船見町5932）
Ñ映画製作トーク、映画「ポーラー・エクスプレス」上映
Ç90人（１家族４人まで）　※抽選
Ö11月23日（水・祝）までに右の二次元
コードを読み取り申し込み
Ü中央区社会福祉協議会（☎210-8730）

■はじめての離乳食 生後５カ月
Çおおむね生後５カ月の子どもの保育者
Ñ離乳食の始め方と進め方
Ö11月23日（水・祝）から各実施日の２日前までに
電話で一覧⑦へ
時間　午後１時30分～２時30分　※受け付けは１時15分から

期日期日 会場会場 定員（先着）定員（先着）
12/15（木） 南地域保健福祉センター 15人
12/20（火） 中央健康センター 10人

■ステップ離乳食 生後６～ 12カ月
Ñ２回食・３回食への進め方
Çおおむね生後６カ月以上の子どもの保育者
Ö11月23日（水・祝）から各実施日の２日前までに
電話で一覧⑦へ
時間　午前10時～11時　※受け付けは９時40分から

期日期日 会場会場 定員（先着）定員（先着）
12/15（木） 東地域保健福祉センター 15人
12/20（火） 中央健康センター 10人

■育児相談 乳幼児
Ç中央区民　※会場によって定員が異なります。
詳しくは、申し込み先へお問い合わせください。
Ö11月24日（木）から電話で各申し込み先へ
※先着順
期日期日 時間時間 会場会場 申し込み先申し込み先

12/ 1（木） ９：30～11：00 ◎中央健康センター 一覧④

12/21（水） ９：30～11：00 ◎♦南地域保健福祉センター 一覧③13：30～15：00 ◎南地域保健福祉センター
12/22（木）13：30～15：00 ◎♦東地域保健福祉センター 一覧②
◎は栄養士、♦は歯科衛生士による相談あり

■健康相談【一般】
Ö各実施日の２日前までに電話で各申し込み先へ
期日期日 受付時間受付時間 会場会場 申し込み先申し込み先

12/ ９(金)
９：15～11：00 南地域保健福祉センター 一覧③

13：30～14：30 東地域保健福祉センター 一覧②

12/23(金) 13：30～14：30 白新コミュニティハウス 一覧④

■おもちゃの修理「おもちゃ病院にいがた」
Ä12月２日（金）午前10時～正午
Ñ壊れたおもちゃの修理
É無料（実費負担の場合あり）

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

■完全オリジナル！「自分のおはしでお正月」
Ä12月26日（月）午後１時30分～４時
Ñ箸の製作　　　Ç小学１～６年生20人　※抽選
É500円
Ö12月11日（日）午後５時までに右の二
次元コードを読み取り申し込み

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

■ご近所だんぎ
Ä11月28日（月）午後１時30分～３時30分
Ñひざ痛の原因と予防法について学ぶ
Ç先着40人　　　Æ動きやすい服装、タオル、飲
み物、筆記用具

妊カフェ妊カフェ
申込先申込先

育カフェ育カフェ
申込先申込先

育ぱる育ぱる
申込先申込先

10か月10か月
育ちの講座育ちの講座
申込先申込先

≪広告欄≫

令和４年度
第６回自治協議会の概要

　10月28日に第６回自治協議会を開催しまし
た。会議の概要や資料は、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。
■主な議題
１．�令和５年度中央区特色ある区づくり予算（区

役所企画事業）について意見聴取
２．�「中央区区ビジョンまちづくり計画第４次実

施計画」令和３年度の取組結果について報告
■第７回の開催案内
Ä11月25日（金）午後３時から
Å中央区役所５階　対策室
傍聴者の定員　先着10人
※�議題は、市役所本館や中央区役所・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）
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