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地域と学校パートナーシップ事業

問い合わせ　西区教育支援センター（☎025-264-7530）

　学校が今まで以上に地域に開かれ、地域とともに歩
むことができるように、「地域と学校パートナーシッ
プ事業」を行っています。今号では、各校で行われて
いる取り組みを紹介します。

応援も頑張りました
　生徒が、新潟シティマラソンに中学生ボ
ランティアとして参加しています。地域の
人と応援をしながら給水などの支援活動に
取り組みました。
　参加した生徒たちは「大変だったが、ラ
ンナーの頑張っている姿に感動しました」
と言っており、とてもいい経験になりまし
た。

花植えで地域に彩りを 坂井輪中
　緑化委員会と福祉委員会の生徒が中心と
なって、まちづくり協議会主催の「坂井輪
を花で飾ろう」に参加しています。
　また、生徒が自主的にボランティアに参
加できるように、いつでも参加を受け付け
るポストを設置しています。年度末にはボ
ランティア活動にたくさん参加した生徒を
表彰しています。

「青山大好き隊」に支えられて 　青山小
　保安林での自然観察、福祉施設の訪問・
交流、地域の人と海岸をきれいにする美化
活動、秋には保安林の中を走るマラソン大
会などさまざまな活動をサポートしている
のが「青山大好き隊」です。
　発足した2004年以来、保護者や地域の
人が一つになって子どもたちを支え続けて
います。

内野で「すてき」見いつけた 　内野小
　６年生の総合的な学習の時間では、自分
たちの住んでいる地域の活性化に取り組ん
でいる人の話を聞いたり、商店街の訪問体
験を通して、内野の「すてき」を調べていま
す。　
　また、新潟大学の先生の指導のもと、竹
風鈴や内野名物の桜の紙花を作り、内野ま
ちづくりセンターを飾りました。

校歌でレッツダンシング♪ 　新通小
　「Take off! 1000人の力」のスローガン
のもと、新通小と新たに開校される新通つ
ばさ小に分かれて行く児童が、未来に希望
をもって飛び立っていけるように日々活動
をしています。
　運動会では、保護者や地域の人の助けに
より、「校歌の踊り」を約30年ぶりにダン
スとして復元しました。

新大生も活動に参加してます 五十嵐小
　新潟大学との連携を進めています。多く
の大学生が、地域・保護者の皆さんと共に
運動会やクラブ指導などのボランティア活
動に参加し、幅広い世代の交流が生まれて
います。
　ことしのウエルカム参観日では、大学生
と６年生が地域の防災をテーマに話し合う

「五十嵐フォーラム」を行います。

ふるさと村で茶豆を売ったよ 山田小３年　畠山友希さん
　山田小の３年生は、８月30日に新潟ふ
るさと村で、くろさき茶豆を売りました。
３人のコーディネーターの方が豆もぎをす
る時に、豆もぎをしていい豆と、してはい
けない豆を教えてくれました。私たちが落
とした豆や葉も集めてくれました。
　売りに行く時は、雨だったので、お店の
看板などを車で運んでくれました。１日中
そばにいて、３年生のために手伝ってくれ
たので、とても嬉しかったです。

はさ木立てでつなぐ絆 笠木小 地域ボランティア 笠木老人会
　ことしも子どもたちと「はさ木立て」を行
いました。この活動は、地域と笠木小で取
り組む笠木の伝統となっています。
　はさ木を組む時の縄の結び方は大人でも
なかなか難しいのに、子どもたちは何度も
質問をして、最後にはちゃんと結ぶことが
できるようになっていて驚きました。地域
の大人も「はさ木立て」で教え合ったり、学
び合ったりしています。同校は児童数が少ないので、これからもみんなで協力
して取り組んでいきたいと思っています。

ボランティアさん・児童のコメント

五十嵐中

始めてみませんか
学校支援ボランティア
　学校支援ボランティア活
動に関心のある人は、各学
校または西区教育支援セン
ター（☎025-264-7530）
へお問い合わせください。

　地域と学校パートナーシップ事業では、学・社・民が一体となっ
て教育活動を進めています。各学校の取り組みは西区教育支援セン
ターのホームページからご覧になれます。

「学」…学校
「社」…�公民館や図書館などの

社会教育施設
「民」…�地域住民、家庭、地域

の諸団体や企業 ・地域の協力で多様な学習活動ができる
・地域の良さを学ぶ特色ある教育活動が活発に

学校が元気に！

・学校が地域にとって身近な「学びの拠点」に
・大人と子どもの交流が盛んになることで地域が活性化
・学校施設が社会参加の場、趣味や特技を生かせる場に

地域が元気に！

・�地域ぐるみで学びと成長を支えることで、子どもが夢や目
標に向かって生き生きと学べる
・�見守られ、認められる場が増え、子どもの役立ち感、コミュ
ニケーション力が向上

子どもが元気に！地域と学校パートナーシップ事業とは

学

民社
「融合」

西区だより10月20日号の最終校です。あす11日（金）午前10時までに確認願います。

知っていますか？
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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（祝日の場合は翌日）
�　�毎日正午～午後１時30分、24日（木）の
午前中、25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、祝休日

●ピヨピヨクラブ【水曜】
10月23日、30日「自由あそび」
対象　０～２歳未満児と保護者

●けん玉道場
日時　10月26日(土)午後２時～３時
対象　小学生
●卓球道場
日時　10月26日(土)午後２時～３時
対象　小学生
●こうさくランド 木の実でつくろう
日時　11月２日(土)午後２時～３時
対象　小学生
参加費　200円

　最近の健診結果と健康手帳のある方はお持ち
ください。11月の成人健康相談

11 月 時　間 会　場 栄養
相談 問い合わせ・申し込み

７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

14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

★�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）

   11月の１歳誕生歯科健康診査

　直接同館へお越しください。

今から始めるカラダに優しい生活術

時間　午後２時～３時30分
会場　坂井輪健康センター
対象　�血糖値が気になる人、糖尿病予防に関心のある人�各回先着40人
持ち物　筆記用具（11月25日（月）は運動できる服装、タオル、飲み物）
申し込み　�23日（水）から電話で西区健康福祉課健康増進係（☎025-264-7423）

　西区で特定健診を受診した人の内、高血糖の人が約半数います。糖尿病を予防す
るために、普段の生活を見直してみませんか。

会　場 対　象
坂井輪健康センター 平成30年11月生まれ
西地域
保健福祉センター

平成30年10月生まれ
と11月生まれの一部

黒埼健康センター 平成30年10・11月生
まれ

●うさちゃんクラブ【金曜】※
10月25日�「ボールあそびと測定」
11月１日「おみせやさんごっこ」
対象　２歳以上の未就園児と保護者
※�の時間は午前９時～正午（10時30分か
ら30分程度のプログラムあり）

●避難訓練
日時　�10月26日（土）午前10時30分～

11時30分
内容　�火災を想定した避難訓練、消火器

体験、消防車見学
対象　 幼児と保護者、小学生

テコンドー国際大会で入賞
　7月19日、ヨルダンで開催されたアジア
ジュニアテコンドー選手権大会のプムセ（型）
部門で、日本代表として出場した齋藤春来（さ
いとう・はる）さんが、７位入賞を果たしま
した。
　各国の代表選手が集う国際大会に初めて出
場した齋藤さん。「他の選手の動作に迫力や
パワーの差を感じた」としながらも、予選を
勝ち抜き、結果を残しました。

津波災害に備えて
問い合わせ　西区 総務課 安心安全係（☎025-264-7120）

施設名
西区役所健康センター棟
西新潟市民会館
イオン新潟青山店
アピタ新潟西店
住宅型有料老人ホーム
ボヌール寺尾
VIPシティホール青山�駐車場
ひらせいホームセンター
寺尾台店�駐車場
ラソ・ファミリアル青山�駐車場
青山セレモニーホール駐車場
㈱新潟公益社アーバンホール�
駐車場

津波浸水想定地域は
新潟市総合ハザードマップに掲載

施設名 施設名 施設名 施設名
青山コミュニティ
ハウス

西コミュニティ
センター ● 日本文理高等学校 ● 小針中学校

● 青山小学校 新潟西高等学校 ● 新通小学校 ● 東青山小学校
● 真砂小学校 木山小学校 ● 坂井東小学校 ● 立仏小学校
● 五十嵐中学校 赤塚中学校 ● 坂井輪中学校 山田小学校

五十嵐コミュニ
ティハウス 赤塚小学校 坂井輪コミュニ

ティセンター ● 黒埼市民会館
● 五十嵐小学校 新潟国際情報大学 ● 坂井輪小学校 黒埼中学校

新潟大学（体育館） 小瀬小学校 ● 小新中学校 大野小学校
内野小学校 ● 中野小屋中学校 ● 新潟工業高等学校 ● 新潟翠江高等学校
内野中学校 ● 笠木小学校 ● 小針小学校 ● 黒埼南小学校
西内野小学校

≪津波避難ビル・津波避難場所≫

●：津波避難ビルを兼ねる　　赤文字：今年度新規指定

車での避難は渋滞を招き、緊
急車両の妨げになります。ま
た、道路冠水などにより動け
なくなるおそれがあります。
特別な場合を除き、徒歩で避
難しましょう。

車での避難は
控える

めておきましょう。 ・ ハザードマップで家の周りの避難場所
や津波避難ビルを把握しましょう

・ 家族が別々に避難することも考えられ
ます。連絡先や集合場所を決めておき
ましょう

避難場所や避難路を事前に確認

車での避難は控える

　中学校区ごとに津波、浸水、洪水・土砂災害のハ
ザードマップや災害の知識を１冊にまとめた「市総合

日時　 11月９日（土）午前９時～
午後４時30分

西区赤塚　砂丘の恵み堪能ツアー

　西区赤塚の砂丘をテーマにした日帰り
バスツアーです。砂丘ウオーキングや高
野酒造の見学、「いもジェンヌ」収穫体験・
貯蔵庫見学が楽しめます。ご応募をお待
ちしています。

問い合わせ　西区 農政商工課 食と産業振興室（☎025-264-7623）

新潟市西区役所公式ツイッター始めました
問い合わせ　西区 地域課 広報広聴担当(☎025-264-7180)

＠nsk_niigata　イベントの開催中止情報や区バスの運休情報
など、緊急性のある情報を中心に発信します。
ぜひフォローしてください。

西区役所公式 Facebook ページ　区内の話題やイベント情報、区からのお知らせを発信中！！　https://www.facebook.com/niigatanishiward

期日 内容 講師
11月14日（木）まさか自分が糖尿病!?

～糖尿病の病態生理について
鈴木克典
（済生会新潟病院�医師）

11月25日（月）まずは食事！そして運動‼
～生活のヒントが見つかります

青海さとみ（健康運動指導士）
齋藤香代子（管理栄養士）

12月11日（水）知って得するお口の衛生と糖尿
病の関係

道見登
（新潟医療センター�歯科医師）

糖尿病予防講座

　11月5日は「津波防災の日」です。この機会に地震や地震に伴う津波に
対する理解を深め、万一の際の行動を確認しましょう。

・ 強い地震はもちろん弱い地震であって
も長い揺れを感じたとき、沿岸・沿川
地域にいる人は避難しましょう

・ 海水浴などで海岸付近にいる人は、「津
波注意報」でも避難しましょう

・ 津波警報・注意報が解除されるまで安
全な場所に待機しましょう

すぐにより高いところへ避難

・ 渋滞を招き、緊急車両の妨げになり
ます

・ 高齢者や障がい者など、車でなけれ
ば避難できない人の妨げになります

・ 道路冠水などにより動けなくなる恐
れがあります

※ 津波避難ビルに新潟工業高等学校を新
たに指定しました

　「来年デンマークで開催される世界ジュニア選手権大会を目指して練習
したい」と意気込みを語りました。

ハザードマップ」を作成しています。
　お持ちでない人は、西区役所総務
課で入手するか、市ホームページ（右
二次元コード）からご確認ください。

コース　 砂丘ウオーキング～見晴らしの丘「遊々亭」～山川屋（昼食）～高野酒
造見学～「いもジェンヌ」収穫体験・貯蔵庫見学

　　　　※砂丘ウオーキングは２時間程度を予定しています
　　　　※行程及びコースは状況により一部変更となる場合があります
集合場所　越後赤塚駅または佐潟水鳥・湿地センター
定員　20人(応募多数の場合、抽選)　
参加費　3,000円　　　　　持ち物　動きやすい服装・靴
 申し込み　 28日（月）までに、はがき、FAX（025-264-2277）またはメール

（tour@cosmo-tabi.com）で、「砂丘ツアー」、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。抽選結果
を29日（火）までに発送
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10月27日（日）は西区新鮮あさ市千秋楽
　アンケートの回答者先着200人にあ
さ市組合より粗品を贈呈します。直接
会場へお越しください。
時間　�午前６時45分～７時30分ごろ（売

り切れ次第、終了）※アンケート
用紙は午前６時30分から配布

場西区役所駐車場
問�西区農政商工課食と産業振興室（☎
025-264-7623）

◆唄と踊り 内野民謡協会合同発表会
　直接会場へお越しください。
日11月３日（祝）午後０時30分～４時
問同協会(☎025-269-4829）

◆ 講演「ふるさと赤塚の歴史と自然を
見つめる ～水系と鮭」

　直接会場へお越しください。
日11月８日（金）午後１時30分～２時30分
場赤塚中学校体育館
講小林昌二（新潟大学�名誉教授）
持内履き

◆ 2020年までに知っておきたいLGBT
の基本

日11月11日（月）午後１時30分～３時
内LGBTなどの�性の多様性と市の施策の説明
人先着50人　　　���持筆記用具
申電話で同館

◆ 笑いは百薬の長 笑いヨガでストレス解消
日11月12日（火）午後１時30分～３時
人先着10人　　　���持タオル、飲み物
申電話で同館

◆小針青山みんなの映画館
　直接会場へお越しください。
日11月11日（月）午後１時30分から
内燃える上海�男装の麗人�川島芳子（85分）
人先着200人

◆西新潟オープンカレッジ 地域学部
日11月14日（木）午後１時30分～３時30分
内�蒲原郡角田浜村願正寺「年中故事」に
見る越後女性

講後藤一雄（市教育委員会�非常勤嘱託）
人先着30人　　　　￥500円
申電話で同館

◆ 落語口演会 家族みんなで笑って、
楽しんで、防災に備えよう

日11月17日（日）午後２時～３時30分
講三流亭楽 （々新潟県防犯アドバイザー）
人先着50人
申11月15日（金）までに電話で同館

◆おとなの男の楽らくクッキング
日11月19日（火）午前10時～午後１時
内炊き込みご飯、魚のホイル焼き、ほか
人18歳以上の男性�先着16人
持三角巾、エプロン、手ふき、布巾
￥500円（材料代）
申11月８日（金）までに電話で同館

◆冬のグリーティングカードを作ろう
日12月８日（日）午前９時30分～11時30分
人18歳以上の人�先着20人
￥300円（材料代）
申あす21日（月）から電話で同館
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健康セミナー2019
　直接会場へお越しください。
日�10月23日（水）午後２時40分～４時10分
場新潟大学附属図書館（五十嵐２の町）
内�講演「ネットゲームやギャンブルへ
の嗜癖を考える」、ほか

講神村栄一（新潟大学教育学部教授）、ほか
問�同大保健管理センター（☎025-262-
6244）

新大ライブラリーシネマ
　直接会場へお越しください。
日10月24日（木）午後４時10分から
場新潟大学附属図書館（五十嵐２の町）
内そして父になる（121分）
人先着260人
問�会場（☎025-262-6221）

障害年金無料相談会
日10月25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
持年金定期便、病状がわかる資料
申�電話で新潟障害年金サポートセンター
（☎0120-01-6453）

区民公開講座「心房細動 高齢者に起
こりやすいごくありふれた不整脈」
日10月26日（土）午前10時～11時
場信楽園病院（新通南３）
講田村真（同院循環器内科部長）
人先着100人
申�電話で会場（☎025-260-8108）

健康講座「みそのカフェ」
　直接会場へお越しください。
日10月28日（月）午後２時～３時
場聖園病院（青山７）
内�まちがっていませんか？水分のとり方
問会場（☎025-267-0171）

らっくり介護の日フェスタ
　直接会場へお越しください。
日�11月２日（土）午前10時30分～午後
３時30分

場�イオン新潟青山店東青山コミュニティ
広場（青山２）

内�介護相談、薬剤師体験、健康測定コー
ナー、認知症予防体操、ほか

問�地域包括支援センター小新・小針（☎
025-201-1351）

うちのD
で
E月見酒

　内野のお酒「鶴の友」「越の関」の試
飲会です。おかわり自由、おつまみの
販売もあります。試飲用オリジナル升
を購入してください。
日11月10日（日）午後４時30分～６時
　※�お酒の提供は午後５時30分まで。

または、お酒がなくなり次第終了
場内野まちづくりセンター
人成人�先着150人
￥�1,000円（オリジナル升代。事前に
新潟西商工会で購入するか、当日会
場でお求めください）

問�新潟西商工会青年部（☎025-262-2316）

福祉セミナー「笑いヨガ 笑いは元
気の源‼」
日11月15日（金）午前10時～11時15分
場特別養護老人ホーム有明園（西有明町）
講村山昭子（新潟笑いクラブ協会代表）
人先着50人
持動きやすい服装、飲み物
申電話で会場（☎025-231-2615）

家事家計講習会
　直接会場へお越しください。
日11月16日（土）午前10時30分～正午
場新潟友の家（寺尾上２）
内記帳の大切さと継続のコツを教えます
人�先着72人（保育あり、先着10人（要申込））
￥400円（保育をする場合、１人250円）
問新潟友の会（☎025-260-0287）

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。

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

 西地区公民館  ☎025-261-0031
 〒950-2112　内野町603
 メール  nishi.co@city.niigata.lg.jp

坂井輪地区公民館 ☎025-269-2043
〒950-2055　寺尾上3-1-1
メール  sakaiwa.co@city.niigata.lg.jp

お 知 ら せ

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

おはなしのじかん

秋の読書週間 図書館へ行こう！
　秋の読書週間にさまざまな催しを行います。直接会場へお越しください。
休館日　坂井輪図書館は金曜、内野・黒埼図書館は月曜

西区で選ぶ名探偵
　誰もが知っている名探偵を５人選
出。その中の一番人気を皆さんの投
票で決定します。
期間　11月30日（土）まで
会場　 坂井輪図書館、内野図書館、

黒埼図書館
大好き！水のいきもの
　水のいきもの５種類の本を集めま
した。その中の一番人気を皆さんの
投票で決定します。
期間　11月30日（土）まで
会場　 坂井輪図書館、内野図書館、

黒埼図書館

公民館　来年度の定期利用団体向け説明会
　公民館では、来年度の定期利用を希望する団体を対象に、利用方法や申込
方法などについての説明会を開催します。新規に利用を希望する団体は会
場へお問い合わせください。

会場 11 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９日（土）
10:30～11:0017日（日）

23日（祝）

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９日（土）11:00～11:40
24日（日）10:30～11:00

黒埼
図書館

毎週水曜
（６日は
休み） 10:30～11:00

絵本の読み
聞かせ
※２日（土）、
20日（水）は
わらべうた

毎週土曜
（23日は

休み）
西内野

地区図書室
毎週土曜

（23日は
休み）

14:00～14:30 絵本の読み
聞かせ

問坂井輪図書館（☎025-260-3242）
　内野図書館（☎025-261-0032）
　黒埼図書館（☎025-377-5300）
　※ 西内野地区図書室は、坂井輪図書館へ

公民館名（会場） 11月 開始時間 問い合わせ
坂井輪 １日（金）14:00、19:00 ☎025-269-2043
小針青山 ２日（土）10:00、13:30 ☎025-230-1071
西地区 ７日（木）14:00、19:00

☎025-261-0031赤塚 西地区公民館と合同開催中野小屋
黒埼地区 ７日（木）14:00、19:00 ☎025-377-1420
黒埼北部 ８日（金） ☎025-232-0077
黒埼南部 11月中に窓口で随時説明 ☎025-378-0400

黒埼地区公民館 ☎025-377-1420
〒950-1115　鳥原909-1
メール  kurosaki.co@city.niigata.lg.jp

エコ実験パフォーマンスショー
問い合わせ　西区 区民生活課 生活環境係(☎025-264-7261)

対象　小学生(保護者同伴可) 先着300人
申し込み　 11月３日(日)までに新潟市役所

コールセンター(☎025-243-4894)
午前８時～午後９時（年中無休）

環境問題、科学実験、ジャグリン
グ・マジックの技術を融合した「環
境パフォーマンス」で、日本で唯
一環境省に認定された環境パフォ
ーマーとして全国で活躍中。

講師　らんま先生（写真）

オモシロ実験でエコを学ぼう！

11月23日(祝)午前11時～正午

　空気砲の実験でギネス世界記録を作った、ら
んま先生が、科学実験やマジックを交えて「環
境問題」を楽しく、分かりやすく解説します。
　らんま先生と一緒に、地球にやさしい生活を
考えてみませんか。

会場
日時

西新潟市民会館

大みそかの大掃除はこれで決まり‼

11月30日(土)午後１時30分～３時
会場
日時

内野まちづくりセンター

問い合わせ　西区 地域課 広報広聴担当
(☎025-264-7180)

内容　 窓・網戸掃除術伝授、体に優しい洗剤づくり、お掃除
お悩み解決コーナー、ほか

講師　坂上照美（家事代行アドバイザー）
対象　夫婦（幼児・小学生の子どもの参加可） 先着15組
　　　（保育あり、生後６カ月以上の未就園児 先着6人）
申し込み　24日（木）～11月15日（金）に電話で問い合わせ先

にこにこ家族のためのお掃除術
★

★
★

男女共同参画地域推進企画事業

　掃除の分担は家族団らんのカギ。家族みんなで、
楽しくプロのお掃除術を身に着けて、気持ちいい新
年を迎えましょう。お子様と一緒の参加も大歓迎。
お待ちしています！

★


