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日　時 平成30年平成30年

月月 日日33 1818 日日
１４：００～１６：３０（開場 １３：４０）１４：００～１６：３０（開場 １３：４０）

東区プラザ
ホール

（東区役所 ２階）

東区プラザ
ホール

（東区役所 ２階）

会　場 入場料無料事前申
込

不要

東区東区

●１４：００…… 越後勢龍太鼓
 （航空自衛隊 新潟分屯基地 太鼓部）

●１４：45…… ひまわり＆ねんじのクラウンショー 
 バルーンアートやジャグリングなど華麗な技を披露！

●１５：１５……器楽演奏 （牡丹山器楽クラブ）

●１４：3０…… 新潟弁でラジオ体操
 （新潟市運動普及推進協議会東支部）

●１５：４５…… 「ぬたりん」東区公認キャラクター任命式

あったかあったかふれあいふれあい

プログラム

みんなに
会えるの

が

楽しみじ
ゃ♪

入退場自由

まつりまつり

イベントの最後に抽選で豪華景品が当たります！

？？？？？
お楽しみ抽選会も開催!!

何が当たるかは当日のお楽しみ!！

入場時に抽選参加券をお渡しします。

丸屋本店「円筒埴輪バウム」
新潟特産いちご「越後姫」 4パック
新潟米「新之助」 5㎏

東 区 賞

あったか賞

ふれあい賞 10名
10名

10名

1名
ぬたりん賞

あの「ぬたりん」がやってくる！

中学生と合同で防災訓練を実施
　10月15日（日）、
木戸中学校の全校
生徒と地域住民が
参加し、合同で防
災訓練を行いまし
た。今年は消防団
の秋季演習と同日
に訓練を実施した
ことで、実際に消防団の放水訓練等を中学生に間
近で見学してもらいました。今回の経験により、
訓練に参加した中学生には、将来の地域を支える
担い手としての意識を高めてもらうことができた
と思います。
　4月からは、はなみずきコミュニティハウスに当

コミュニティ協
議会の活動拠点
を置くこととな
り、より一層地
域に根差した活
動を進めていき
たいと思います。

牡丹山小学校区コミュニティ協議会　会長　吉田　佶延

地域住民とともに生涯勉強会を！
　当コミュニティ協
議会では毎年、防災・
減災のための勉強会
を実施しています。
今年度は、11 月に
18 自治会から 34 名
が参加し、宮城県の東北電力女川原子力発電所を
見学しました。東日本大震災の発生時に無事だっ
た理由や日々の安全対策などの説明を受け、意義
のある研修会となりました。
　また、12月には小学校の体育館で餅つき大会と
ビンゴゲームを開催しました。親子連れを中心に
330名の参加があり、地域住民同士のふれあいが生
まれ、大変有意義な時間を過ごすことができました。

東中野山小学校区コミュニティ協議会　会長　野村　綏毅知

東
トーク（得）

区する
コミ協
情報

編 集 後 記

　クイズの応募に加え、「地域活動が掲載されていて興味深い」「今後のイ
ベント情報をもっと知りたい」などの貴重な感想やご意見をたくさんお寄
せいただき、ありがとうございました。今号では、地域課題の解決に向け
取り組む提案事業を紹介しています。
　これからも区民の皆さまに楽しんでいただけるような紙面を作ってまい
りますのでどうぞ宜しくお願いいたします。� （阿部　恭子）

〒950-8709
新潟市東区下木戸1丁目4番1号
東区役所地域課内
T E L：025-250-2110
F A X：025-271-8131
E-Mail：chiiki.e@city.niigata.lg.jp

発　　　行　　　者

新潟市東区自治協議会

事　　　務　　　局

　地域コミュニティ協議会（コミ協）は、地域における課
題の解決に向けて、地域で主体的に取り組むために結成さ
れた組織です。小学校区を基本の単位とし、自治会・町内
会を中心に、地域のさまざまな組織や団体で構成され、東
区内では 12 コミ協が活動しています。
　今回はその中の２つのコミ協を紹介します。

牡丹山コミ協

東区役所

東区内コミ協の
エリア図

東中野山コミ協

日本海

阿
賀
野
川

そうなんだ！
東区について知るクイズ

牡丹山
諏訪神社古墳
マスコット
キャラクター
「ぼたんつつは」

①東区の人口はおよそ 13万 8000 人で、新潟市 8区の中では（ウ：3番目）の多さです。
②東区は（イ：工場）の数が、新潟市 8区の中で 1位となっています。
③東区内には小学校が（ウ：12校）あります。
④平成 29年 9月、東区に新しく（ア：警察署）が開設しました。

答 え

　区民の皆さまからたくさんの応募をいただきました。
いただいた広報紙への感想やご意見を、今後の紙面づく
りの参考にさせていただきます。

　クイズに全問正解された方の中から 30名様に新潟市・
佐渡市共通商品券をプレゼントします。なお、当選者の
発表は、賞品の発送をもって代えさせていただきます。

本日開催！ 東区自治協議会提案事業「世代間交流イベント」
ぜひ足をお運びいただき、温かな楽しいひとときをお過ごしください。

正 解 発 表

平成30年

３月18日（日）発行

第 号12自治協議会
だより

じちきょうぎかいだより
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「東区まちづくりプロジェクト」
平成29年度 東区自治協議会提案事業

今年度の活動を振り返って

　地震などの災害時において、地域から区災害対策本部へ被災情報を伝達
する体制を整備する目的で、今年度は 4つのコミ協（山の下、下山、桃山、
木戸）で「情報伝達訓練」を実施しました。訓練に先立ち、発災時の情報
収集方法等についてグループワーク形式による検討を参加者全員で行いま

した。訓練では地域内の情報収集に無線機
を使用しましたが、訓練後の振り返りでは、
無線機の取り扱いや、情報収集における問
題、地域特有の通信の問題等、今後の検討課題となる意見が上がりました。
　今年度の訓練の反省を踏まえ、次年度は未実施の 6つのコミ協の参加を
目標に、取り組んでまいります。

地域の防災体制を支援するために
部会長　長谷川　徳昭担当：第 1 部会（市民協働部門）

　昨年度に引き続き、今年度も小学生を対象に区内の特色あるスポッ
トを巡るバスツアーを開催し、東区の更なる魅
力発信に取り組みました。
　また、「温かな東区共生社会創出事業」と銘打っ
て、地域での居場所づくりの参考となるよう、地
域の茶の間やこども食堂など、誰もが気軽に集い
交流できる居場所を紹介するマップを作成したほか、地域の人がふれあい支え合う雰囲気
づくりのきっかけとなることを目指して「東区あったかふれあいまつり」を企画しました。
　こうした取り組みを通じ、東区が住民同士で支え合い、ふれあいのある温かなまち
となることを願っています。

温かなまち東区を願って
部会長　佐藤　恵子担当：第 2 部会（福祉・教育・文化部門）

　今年度は、東区の特徴である工業について、発展してきた歴史と魅力を
紹介する映像の制作に取り組みました。今回の映像制作を通じて、実際に
区内の工場を見学させていただき、あらためて東区の産業が誇れるもので

あると再認識しました。制作した映像を、
区内の小学校をはじめ、東区バスや公共施
設等で PRすることで、東区の発展に貢献
できればと願っております。
　また、公共交通の研究として、社会実験で運行している東区バス「紫竹・
江南ルート」の継続運行に向けた方策を検討してきました。今後も更なる公
共交通の充実に向けて勉強していきたいと考えております。

東区の魅力発信と公共交通の充実を目指して
部会長　國兼　忠男担当：第 3 部会（産業・環境部門）

あったか

地域の居場所
を紹介

平成 30年３月

　活動を始めて今年で9年目に入りました。ぷれジョブとは、障がいのある子どもの
職業体験プログラムです。この活動が現在では、様々な取り組みにつながっています。
　その一つが「劇団わくわく」です。障がいのある子どもと家族、ボランティアで

構成された劇団で、毎年東区プラザ
で公演しています。
　もう一つに「アートキャンプ新潟」
という障がい者アートで人と人を繋
ぐ取り組みがあります。東区プラザで年一回展示会を開催するほか、
月一回「創作の場」を実施しています。障がいのある方もない方もアー
トが出来る場所です。皆さんぜひ遊びに来て下さい。� （近　守）

Vol.5　ぷれジョブ EAST私たちこんなことやっています！

平成 30 年度 東区自治協議会提案事業

東区力・活用プロジェクト
　東区自治協議会のこれまでの活動を活かし、より良いまちづくりの実現に向けて、東区民の持っている
力を活用しながら、下記の事業を実施し、地域課題の解決に取り組みます。

来年度、
私たちは

こんなことに
取り組みます！

―　提 案 者 の 声　―

発災時の地域防災体制支援事業
　「情報伝達訓練」は全 12 コミ協で実施することを
目標としており、今年度に引き続き、来年度も継続し
て行うこととしました。これまで情報収集手段として
無線機を使用していますが、他の手段も検討してい

ます。今後、より有効的な手段が
確立された場合、これらも取り入
れた訓練を行いたいと考えていま
す。
　また、情報伝達訓練だけでなく、
防災士を交えた事業や防災教室な
どの子ども向け事業など、これま
でと違う方向性の活動も行いたい
と考えています。

担当：第 1部会
長谷川 徳昭

地域で取り組む健康・長寿事業
　高齢者の単独世帯が増加する中、自立した生活を送
れる期間を延ばすため、地域で人が集まり、軽い運動
や減塩の食事などを組み合わせて健康を意識しながら
交流することができる講座を開催します。家から外へ

出て、人と話をする。誰かと一緒
に食事をすることで会話も弾み、
ごはんが美味しくなります。皆さ
んぜひ来てみてください。
　また、事業の一環として、幅広
い世代が集い、一緒になって楽し
める「東区あったかふれあいまつ
り」を来年度も開催したいと思い
ます。

担当：第 2部会
安藤　美幸

東区めぐり子どもバスツアー
　今年度開催した「東区めぐり子どもバスツアー」は、
定員を上回る多くの申込みがあり大変好評でした。
もっと多くの子どもたちに東区の魅力を知ってもらい
たいと思い来年度の事業として提案しました。身近に

あっても普段なかなか見聞きでき
ないことを実際に見て学び体験す
ることで東区に対する理解や愛着
を深めてもらい、バスツアーを通
じて子どもたち同士の交流が生ま
れることにより、社会性を育むこ
とができればと考えています。

担当：第 2部会
佐藤　恵子

東区の農産物魅力発信事業
　東区には大形地区の「馬鈴薯」、下山地区の「やわ
肌ねぎ」、石山地区の「越後姫」など、誇れる農産物
が沢山あります。こうした東区の優れた農産物の魅力
を区内外に大いにPRしようと考えました。

　「馬鈴薯」のネーミングイベント
の実施や、新潟県立大学生と連携
して東区の食材を用いた新しいメ
ニューのアイディアを募集したい
と思います。新潟市農業協同組合
や食生活改善推進委員協議会の皆
様の協力も得ながら、考案された
新メニューを広く宣伝し東区の農
産物の魅力向上に取り組みます。

担当：第 3部会
井上　貞男

下山地区コミュニティ協議会

航空自衛隊新潟分屯基地の見学

阿部仏壇製作所の見学

社会実験中の紫竹・江南ルート

グループワークの様子


