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～黒埼南を訪れる～

　木場、金巻、的場、緒立の史跡や偉人ゆかりの地を巡るバスツアーです。
昼食は老舗割烹で旬の食材を堪能。歴史文化のほか、普段見ることのできな
い天然ガス採取とヨウ素製造工場の見学も楽しめます。ぜひご参加ください。

問い合わせ　西区 農政商工課 食と産業振興室（☎025-264-7630）

９月12日（木）、18日（水）
午前８時40分～午後４時30分

日 時

文化財センター・旧武田家住宅～木場集落まち歩き～
勇吉（昼食）～金巻（文学碑）～㈱東邦アーステック～ 
的場遺跡～緒立遺跡

コース

集合場所　文化財センターまたは西区役所
　　　　　（西区役所駐車場の利用はご遠慮ください）
定員　各日15人(応募多数の場合、抽選)　　　参加費　3,000円
 申し込み　 29日（木）までに、はがきまたはメールで、「黒埼南ツアー」、

希望の日にち、参加者全員の郵便番号、住所、氏名、年齢、
電話番号、希望の集合場所を明記し、〒950-2111西区大学
南2-8-24㈱コスモツーリスト（メール tour@cosmo-tabi.
com）。抽選結果を30日（金）に発送

農村集落と史跡を巡り、
工場見学で新たな魅力発見

　７月27日、坂井から寺尾東3丁目の地下に建設中の「坂井輪雨水１号幹線」（雨
水バイパス管）の見学会が行われ、児童と保護者16組32人が参加しました。
　参加者は坂井にある工事のスタート地点「発進立坑」から地下へ。工事を行う
事業者の案内で内径2.6㍍の雨水管を往復約400㍍歩きました。道中で普段見
ることができない設備の解説を受けたほか、下水道に関するクイズや見学の
ゴール地点で壁面に記念のお絵描きを楽しみました。
　児童たちは雨水バイパス管から戻ったあと、見学した内容を「下水道新聞」に
まとめ、夏休みの自由研究として持ち帰りました。

　今回は、考古資料の整理・保存処理を行ってい
る新潟市文化財センターのバックヤードのほか、
貴重な地下資源を活用して地域社会や世界に貢献

黒埼南観光ボランティアガイド
会長　大

おおたにかずお
谷一男さん

黒埼南ツアーの見どころを
　　ボランティアガイドに聞いてみました

する事業を展開する東邦アーステックの工場、明治期の自由民権運動家
山
やまぎわしちじ

際七司の頌
しょうとくひ

徳碑や昭和の文壇史をにぎわした第２回直木賞作家鷲
わしおうこう

尾雨工
の文学碑、さらに緒立遺跡や的場遺跡などが見どころです。
　黒埼南部地域の豊かな文化や歴史など、都会と違った純農村の魅力や古
代ロマンを感じていただけるよう、精一杯のご案内をさせていただきます。

　近年、局所的な集中豪雨などが多発しています。浸水被害を防ぐために、
市では雨水幹線やポンプ場の整備を進めています。今号では、平成10年８
月新潟豪雨において西区内で被害の大きかった坂井から寺尾までの雨水を流
すための坂井輪雨水１号幹線下水道工事について紹介します。

期間　9月10日（火）午後３時まで　　　　　会場　坂井輪地区公民館

問い合わせ　西部地域下水道事務所（☎025-370-6370）

　集中豪雨のような許容量を超えた雨が坂井輪幹線に流れ込んだ場合、
溢れた水を雨水バイパス管から小新ポンプ場まで流すことで浸水被害の
発生を防ぎます。

豪雨による浸水から地域を守る

雨水バイパス管の役割

工事のポイント
●�1時間当たりの対応
降雨量が33㎜から
50㎜に向上

施工期間は令和２年3月31日まで
を予定しています。

児童が作った「下水道新聞」を公開中！

参加者の声
・�地域で行われている取り組みなどに参加し、楽しい時間を親子で過ごせました。
・一生入ることのない下水道に入れたのは、貴重な体験でした。

これから行われる見学会については、本紙で随時お知らせします。

西区だより8月18日号の最終校です。５日（月）の午前10時までに確認願います。
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まちの話題 TOWN TOPICS
身近な情報をお知らせください　☎２６４−７１８０　地域課 広報・広聴担当まで

H E A L T H  &  W E L F A R E

　直接同センターへお越しください。

坂 井 輪 児 童 館
寺尾上3-10-42　☎025-269-3154
開館時間　午前９時～午後５時
休館日　 月曜日（祝日の場合は翌日）
�　�毎日正午～午後１時30分、22日（木）、
29日（木）の午前中、23日（金）の正午～午
後３時は入館できません。

有 明 児 童 セ ン タ ー
西有明町１-80  ☎025-267-7311
開館時間　午前10時～午後５時
休館日　日曜日、祝休日

●子育て講座
日時　�８月28日（水）午前10時30分～

11時20分
内容　�乳幼児のお口のお手入れ
講師　萩野洋子（歯科衛生士）
対象　乳幼児と保護者
●ピヨピヨクラブ【水曜】※
８月21日「水あそび」
　　28日「子育て講座」
対象　０～２歳未満児と保護者
●うさちゃんクラブ【金曜】※
８月23日�「水あそび」
　　30日「測定と水あそび」
対象　乳幼児と保護者
※�の時間は午前９時～正午（10時30分か
ら�20～30分程度のプログラムあり）

●有明卓球道場
日時　８月31日(土)午後２時～３時
対象　小学生
●けんだま道場
日時　８月31日(土)午後２時～３時
対象　小学生
●子育て自主サークル
　ドラえもん【毎週月曜】
　すくすく【第１・３・５木曜】
　体験参加もできます。
時間　午前10時30分～午後２時30分

　最近の健診結果と健康手帳のある方はお持ち
ください。９月の成人健康相談

９月 時　間 会　場 栄養
相談 問い合わせ・申し込み

５日（木）午前９時30分～ 11時 西地域保健福祉センター
要申し込み

有

西地域　　　　　
保健福祉センター
☎ 025-264-7731

12日（木）午前9時 30分～ 11時午後１時 30分～３時
坂井輪健康センター
要申し込み

西区健康福祉課　
地域保健福祉担当
☎ 025-264-7453

会　場 対　象
坂井輪健康センター 平成30年９月生まれ

西地域保健福祉センター 平成30年８月生まれの一部と９月生まれ

黒埼健康センター 平成30年８月生まれ
と９月生まれ

★�案内と問診票は対象者に郵送します
★�都合がつかない場合はお問い合わ
せください

受付時間　�午前９時30分～10時30分
持ち物　�母子健康手帳、問診票、
　　　　�ハンカチ（希望者はフッ化物塗

布料金1,020円）
問い合わせ　�西区健康福祉課健康増進係

（☎025-264-7423）

   ９月の１歳誕生歯科健康診査  

★�２日前までにお申し込みください。
他会場の日程は、新潟市役所コー
ルセンターへお問い合わせください
★�むし歯予防の分野において、一般
的に「フッ素」と言われているも
のは、「フッ化物」を指します

日時　�９月３日(火)午前９時30分～10
時15分

会場　西地域保健福祉センター
対象　４歳未満児�先着30人
持ち物　�母子健康手帳、ハンカチ
料金　1,020円
申し込み　�21日（水）から新潟市役所コール

センター（☎025-243-4894）

９月のフッ化物塗布
　直接同館へお越しください。

親子の絆づくりプログラム
赤ちゃんがきた！

日時　 ９月19日～10月10日の毎週木
曜午前10時～正午（全４回）

会場　内野まちづくりセンター
対象　 平成31年４月～令和元年６月

生まれの第１子と母親�20組（応
募多数の場合、抽選）

申し込み　 新潟市電子申請
　　　　　サービス「かん
　　　　　たん申し込み」
　　　　　で申し込み
問い合わせ　 西区健康福祉課こども支

援係（☎025-264-7343）

くろさき茶豆で盛夏を楽しもう

　７月27日、西区特産のくろさき茶豆をPRするキャンペーン「くろさき茶豆 
夏の陣」のキックオフイベントが新潟ふるさと村で行われました。
　くろさき茶豆は、国の地理的表示（GI）保護制度に、枝豆としては全国で初
めて登録され、ポップコーンのような「独特の香り」と鮮度を第一に考えた「朝
どり」、味を優先した「実入り８分の収穫」が特徴。
　同会場で行われた「全日本茶豆サミット2019」では、試食やトークセッショ
ン、味の違いを当てる「利き枝豆選手権」が行われ、来場者はくろさき茶豆のお
いしさや産地の理解を深めました。

はにいがた未来ポイント対象事業です。

にしチャレ！ ロコモ予防講座

会場　黒埼地区総合体育館
講師　高島善史（NPOにいがた健康スポーツ�健康運動指導士）
対象　�運動習慣のない人、運動を始めたい人�先着50人（治療中・医師から運動を

禁止されている人を除く）
持ち物　運動できる服装、屋内運動靴、タオル、飲み物、筆記用具
申し込み　�21日（水）～９月４日（水）に電話で西区健康福祉課健康増進係（☎025-

264-7423）

９月26日（木）午後２時～３時30分
ロコモ予防講義、膝痛・腰痛予防の体操

日時
内容

　ロコモティブシンドローム（ロコモ）は、骨や関節、筋肉といった運動器の衰えに
より要介護となる危険性が高い状態を指します。骨折・転倒・関節疾患といったロ
コモの進行による傷病は、認知症や脳卒中などの脳血管疾患と並んで、要介護の大
きな原因となっています。
　いつまでも元気に自分の足で歩き続けるためには「ロコモ」を予防することが大切
です。足腰に不安を感じ始めている人は、ぜひご参加ください。

要申し込み

出張！内野でミニコンサート
　７月26日、西区役所ミニコンサー
トが初めて内野まちづくりセンター
で開催されました。いつもと違う会
場でしたが、内田美果さんが奏でる
美しいピアノの音色を聴こうと約
150人が来場し、優雅なひと時を楽
しみました。
　次回のミニコンサートは９月27
日に西区役所で行われます。

　7月26日、衛生環境研究所で小学生を対象としたサイエンス教室が開催され、
参加者はしゅわしゅわ実験、カラフル巨大人工イクラ作りなどを行いました。
　わくわくする実験や、普段見ることのない生き物の観察に子どもたちは終
始夢中。驚きと発見がいっぱいの時間を過ごしました。

気分は科学者！サイエンス教室

●子育て相談　※要予約
日時　�毎週水曜午前10時30分～午後２時
●親子で遊びましょう
日時　毎週火・水・金曜
　　　午前10時30分～11時30分
対象　未就園児と保護者

にしっこはぐくみLINKに登録しませんか
LINE で妊娠・子育て情報配信

　マタニティ期と子育て期（０～３歳未満）の生活に必要なアドバイスや出産・
子育ての情報、西区からのお知らせが「LINE（ライン）」で届きます。子育て中の
保護者や妊婦さんは、ぜひご登録ください。

問い合わせ　西区�健康福祉課�こども支援係（☎025-264-7343）

対象　妊婦や３歳未満の子どもの
　　　保護者とその家族
料金　無料（通信費は利用者負担）

※ 配信情報は、医師や管理栄養士などの監修のもと作成されています。一般的な
医学情報などに基づくものであり、すべての人に当てはまるものではないこと
をご了承ください

　下二次元コードを読み込むかLINE
上でID「@523zjxuz」を検索（LINE
アプリのインストールが必要です）。

妊娠９週と０日　出産予定日まで217日
<今日のママへ>
この時期は、気分がすぐれなかったり、
おなかの赤ちゃんが無事に育つかどう
か不安で、気持ちがふさいだり、不安
定になりがちです。
気持ちが晴れそうなことは何でもやっ
てみましょう。
パートナーや友人に話すことで気が楽
になりそうなら、どんどん話を聞いて
もらいましょう。パートナーはしっか
り聞いてあげましょう。

登録方法

　登録・配信・内容に
ついては、特定非営
利活動法人きずなメー
ル・プロジェクト（☎
03-6317-5575）へ

配信例
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第５回西区自治協議会
　傍聴を希望する人は直接会場へお越
しください。なお、会議の概要や資料
は、区政情報コーナーや西区ホームペ
ージでご覧になれます。
日８月26日（月）午後３時から
場西区役所健康センター棟３階大会議室
人先着20人
問西区地域課（☎025-264-7161）

新潟市ファミリー・サポート・セ
ンター入会説明会
　子どもの預かりや送迎を行う子育て
支援「ファミサポ」。支援を受けたい人
（依頼会員）のほか、支援したい人（提
供会員）も登録できます。お気軽にお
申し込みください。
日９月10日(火)午前10時から
　※�説明会は１時間程度。その後希望

者のみ登録手続き
場西新潟市民会館
人�子育て支援を希望する人、会の内容
を知りたい人　先着20人

保育　未就学児�先着６人
持�運転免許証など現住所が確認できるも
の、保護者の写真（３㌢×2.5㌢）２枚

申�同センター（☎025-248-7178）

黒 埼 図 書 館 ま つ り(10月６日)の　
ボランティアと古本を募集します
◆ まつりの準備・当日スタッフボランティア
日①10月１日（火）午前10時～正午
　②10月６日（日）午前９時30分～正午
場同館
内�①古本の仕分け作業
　②イベント対応、ほか
人①成人�先着５人程度
　②小学4年生以上�先着5人程度
申�９月29日（日）までに電話か直接窓
口で同館（☎025-377-5300）

◆古本市のための古本募集
　雑誌や百科事典を除く読み終えた本
を集めています（児童雑誌は受付可）。
９月29日（日）までに直接同館へお持
ちください。

救急の日2019 転ばねようにしょ～て
　転倒によるケガで介護が必要となる
ケースは全国的に多くなっています。
救急の日に高齢者転倒防止イベントを
開催します。
日９月９日（月）午前10時～11時30分
場西新潟市民会館
内��転倒防止対策・予防救急講話、体
しゃっきり体操、ほか

人先着200人
�申�９月８日（日）までに電話で西消防署
地域防災課救急担当係（☎025-262-
2119）

おはなしのじかん
　直接会場へお越しください。

　

問坂井輪図書館（☎025-260-3242）
　黒埼図書館（☎025-377-5300）
　内野図書館（☎025-261-0032）
　※�西内野地区図書室は、坂井輪図書館へ
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◆小針青山みんなの映画館
　直接会場へお越しください。
日�９月２日（月）午後１時30分から
内�紳士は金髪がお好き（91分）
人先着200人　　　

◆ 西新潟オープンカレッジ 地域学部
日�９月12日(木)午後１時30分～３時30分
内�新潟の戊辰戦争の碑
講石塚端夫（小針の歴史を語る会）
人先着30人
￥500円
申電話で同館

◆ペアレント・プログラム講座
　子どもの困った「行動」に悩んでいま
せんか？より良い親子のコミュニケー
ションを育てていく方法を学びます。
日�９月13日（金）、27日（金）、10月11日
（金）、25日（金）、11月６日（水）、29
日（金）午前10時～11時30分（全６回）

人�年中～小学生の子どもを持ち、全６
回参加できる保護者�先着10人

申�電話で同館

動かない、鳴らないなど、壊れた
おもちゃはありませんか？
　直接会場へお越しください。
日�毎月第１日曜午後１時30分～３時30分
場内野まちづくりセンター
内壊れたおもちゃの診断と修理
￥実費負担の場合あり
問�おもちゃ病院新潟西・内野病院（☎
025-261-1133）

元気と健康の教室 肩が上がって気
分も右肩上がり
日�８月24日（土）午後２時～３時
場五十嵐コミュニティハウス
持�動きやすい服装、タオル
申�同教室（☎025-288-6833）

障害年金無料相談会
日�８月30日（金）午後１時30分～４時
場内野まちづくりセンター
人先着10人
持�ねんきん定期便、病状がわかる資料
申�新潟障害年金サポートセンター（☎
0120-01-6453）

女性センター講座
日�９月10日（火）午後１時30分～３時30分
場新潟ユニゾンプラザ（中央区上所２）
内��講演「政治分野における男女共同参画」
講申きよん（お茶の水女子大学�准教授）
人先着50人
申�電話またはFAX（025-285-6630）で、
公益財団法人新潟県女性財団（☎025-
285-6610）

新潟県立がんセンター新潟病院 
市民公開講座
　直接会場へお越しください。
日�９月７日（土）午後１時30分～４時15分
場だいしホール（中央区東堀通７番町）
内��がんゲノム医療の幕開け
人先着260人
問同院庶務課（☎025-266-5111）

働く人の電話相談室
　仕事、人間関係、生活などの相談を
無料で受けています。
日�９月10日（火）～12日（木）午前10時
～午後10時

申�一般社団法人日本産業カウンセラー
協会（☎0120-583-358）

日＝日時　場＝会場　内＝内容　講＝講師　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　問＝問い合わせ

情報プラザ
★メールでの問い合わせ、申し込みは、
携帯電話の迷惑メール対策（ドメイン拒
否）などにより、担当課から返信できな
い場合があります。送信する前に設定の
確認・変更をお願いします。

お 知 ら せ
小針青山公民館 ☎025-230-1071
〒950-2022 小針2-24-1 第4月曜休館
メール  nishi.ci@city.niigata.lg.jp

公 民 館

市民グループなどから寄せられた催し物
案内を掲載しています。詳細は、主催者
にお問い合わせください。

ふれあい掲示板

催 し

　新潟アルビレックスランニングクラブのコーチが、マラソン大会前の子ど
もたちに長距離走のコツや運動の楽しさをお伝えします。

日時 ９月８日（日） 午前９時30分～10時45分
　　　　　　  午前11時15分～午後０時30分

会場　みどりと森の運動公園 屋内コート
定員　小学生 各回先着60人
　　　 ※ 保護者も子どもと一緒に参加できます。希望者は申し込みの際にお

伝えください（各回先着10人）。また、コートサイドからの見学も
できます

持ち物　運動できる服装、タオル、内履き、飲み物　　　

22日（木）～９月３日（火）に新潟市役所コールセンター
☎025-243-4894　午前８時～午後９時（年中無休）

問い合わせ　 西区 地域課 文化・スポーツ
担当（☎025-264-7193）

西区 秋のかけっこ教室
マラソン大会前の子どもたちを応援！

日時　９月29日（日）午前９時30分～10時50分、午前11時～午後１時20分
会場　新潟文化自動車学校（青山１）
対象　 西区在住の65歳以上で普通運転免許を持っている人 各回９人
申し込み　 ９月12日（木）までに電話で問い合わせ先

問い合わせ　西区 総務課 安心安全係（☎025-264-7120）

高齢者交通安全実技講習会

　自動車の交通ルールや緊急時の対応方法などを、講師の指導のもと実際
に運転しながら再確認します(教習車はAT普通車)。また、自動車メーカー
によるサポカーの試乗や運動能力診断も体験できます。

会場 ９月 時間 内容

坂井輪
図書館

毎週月曜
10:30～12:00
14:30～16:00
（希望の時間に
1組10分程度）絵本の読み聞かせ

14日（土）10:30～11:0028日（土）

黒埼
図書館

毎週水曜
（４日は
休み） 10:30～11:00

絵本の読み
聞かせ、７
日（土）、18
日（水）はわ
らべうた毎週土曜

内野
図書館 毎週金曜

10:30～12:00
（希望の時間に
�１組10分程度）

絵本の読み
聞かせ

西内野
地区図書室 毎週土曜 14:00～14:30 絵本の読み聞かせ

西区「支え合いのしくみづくり」研修会

　高齢者を中心に買い物や通院に不便や苦労を感じる人が増えています。研
修では、地域での取り組みのきっかけ作りに、移動支援の事例や制度を紹介
します。
日時　９月30日（月）午後２時～４時30分
会場　西新潟市民会館
内容　講演「支え合いの移動・外出支援ってどんなもの？」
講師　 河崎民子（NPO法人全国移動サービスネットワーク 副理事長）
定員　先着200人
申し込み 　 ９月27日（金）までに電話、FAX（025-269-1670）またはメール

（kenko.w@city.niigata.lg.jp）で、氏名（フリガナ）、郵便番号、
住所、電話番号を明記し問い合わせ先

問い合わせ　西区 健康福祉課 地域福祉係（☎025-264-7315）

佐潟で秋の虫を探そう！
問い合わせ　佐潟水鳥・湿地センター（☎025-264-3050）

　秋の佐潟で見られる昆虫を、佐潟ボランティア解説員と観察しませ
んか。

日時 ９月８日（日） 午前９時30分～11時30分
※悪天候の場合は中止

集合場所　佐潟水鳥・湿地センター
定員　先着20人　 （小学４年生以下は要保護者同伴）
持ち物　�虫かご・虫捕り網（貸し出し可）、薄手の長袖、長ズボン、帽

子、運動靴または長靴、飲み物、虫よけ
申し込み　 22日（木）から電話で問い合わせ先
　　　　　※月曜休館。祝日の場合は翌日

申
し
込
み

いきいきパソコン初級講座
日�９月20日～11月29日の毎週金曜午後１
時30分～4時（10月18日を除く。全10回）

場坂井輪地区公民館
内�Word・Excel
人文字入力ができる人�先着15人
持�筆記用具、パソコン
￥1,800円（資料代）
申�21日（水）午前10時から電話で新潟
西地区パソコン友の会事務局（☎
080-8864-5402）

県民介護知識・技術習得講座
日�９月20日（金）午前10時～午後４時
場新潟ユニゾンプラザ（中央区上所２）
内�車いすへの安全な介助の方法、家庭
で生かす寝たまま衣類の着脱介助

人先着30人
持�筆記用具、昼食、動きやすい服装、
内履き

申�新潟県社会福祉協議会福祉人材課
（☎025-281-5525）


