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西区役所だより

〇今号掲載の情報は８月31日時点のものです。状況により催し等を中止する場合があります。
〇催しの開催状況はそれぞれの問い合わせ先までご確認ください。
○催しに参加する場合は、マスクの着用などの「新しい生活様式」の実践をお願いします。

新川開削200年

稲穂実る豊かな大地へ
問い合わせ　西区 地域課 文化・スポーツ担当（☎025-264-7193）

　開削200年を迎える新川。かつては大雨が降るたびに「悪水（あくすい）」と
呼ばれる湛水被害に遭う西蒲原でしたが、新川開削で全国有数のコメの生産
地となりました。今も地域を水害から守っています。
　今号では、さまざまな苦難を乗り越え開削された新川を紹介します。

○ 西蒲原の「三潟（さんがた）」と呼ばれ
た鎧潟、田潟、大潟と周辺地域は低
湿地で、大雨の時などにたびたび増
水する悪水の被害を受け、周辺の田
畑を一面水浸しにしました。

○ 農業生産に害を及ぼす悪水を抜くた
めに、当時の内野村から五十嵐浜村
間を開削する必要がありました。

○ 西川は、川底が周辺の地面よりも高
い位置にある天井川と呼ばれる川で
す。

○ 低湿地である三潟の悪水を抜くた
めには、 西川の底部に木製樋管を通
し、堀割と西川を立体交差させ、日
本海に排水する必要がありました。

○ その後、れんがやコンクリートなど
で造られた「新川暗閘（しんかわあん
こう）」、現在の「西川水路橋」へと引
き継がれています。

新川の開削は地元農民の悲願

未来につながる新川開削のこころ
綱本麻利子さん
（越後新川まちおこしの会）

　新川開削は、当時の地域の課題を
解決しただけでなく、豊かな実りや
開削精神、そして人のこころが今日
につながっています。
　人間が生きていくための環境は、
決して機能や経済効率だけで成り立
つものではなく、｢記憶｣が人間の糧
となり、未来に伝承されていくもの
と信じ、私たちが未来の子どもたち
につなげる役目を担っていきたいと
思います。

　それは、今を生きている私たちが、
相互の関係を大切にし、地域の魅力
を創出し、発信し、一人一人が必要
とされているものを地域から創り出
していけたらと考えています。
　新川開削200年を迎え越後新川ま
ちおこしの会では、｢新川や内野の歴
史を紹介する事業｣や｢地域の魅力を
発信する事業｣などを地域の皆さん
と一緒に行っています。
　内野町生まれ、内野町育ちの私か
ら、内野町の魅力を探検して、感じて、
味わっていただきたいと思います。 

なぜ新川と西川が立体交差しているのか

○ 新潟町との開削の交渉では、新川に西川の水を流さないこと、西川の通船
を妨げないことなどを条件としていました。そのため、工事にあたっては
西川を迂回させるための水路を掘り、通船の支障の無いようにしました。

○ 西川の底部に、高さ1.2㍍、幅5.4㍍、長さ76㍍の木製樋管２門を敷設するもの
でしたが、大量の地下水が湧き出したため、排水を行いながらの作業でした。

困難を極めた開削工事

▲左から鎧潟、田潟、大潟が並んでいる

▲現在の西川水路橋

東海道中膝栗毛の作者も記した工事の様子

○ 日本海までは、高さ20㍍の砂山で
ある「金蔵坂（きんぞうざか）」を開削
しなければなりませんでした。その
ため毎日数百人もの人足が、砂を「背
負いかご」などに入れて運びました。

高さ20㍍の砂山を開削した金蔵坂▶

○ 十返舎一九がこの地に訪れ、著書「滑
稽旅加羅寿（こっけいたびがらす）」
に「内野砂山堀割之図」を描き、「多
くの見物人を集める新川工事」と紹
介しています。

「内野砂山堀割之図」の模写図▶

新川歴史看板などに掲載する
QRコードプレートデザイン大募集
　現在設置されている新川歴史看板などに、新川の歴史やイベントの様子
が詳しく分かるサイトにリンクするQRコードを掲載します。そこで、興味
を引くQRコードプレートのデザインを募集します。奮ってご応募ください。

選考結果　10月上旬に受賞者に連絡します
　　　　　 最優秀賞１点。賞状と新潟市共通商品券50,000円（高校生以下

は、図書カード50,000円分）が贈られます
応募形式　５㍋バイト以下でGIF・PNG・JPEGのファイル形式
申し込み　 10月２日（金）までにメール（ecoline@mvd.biglobe.ne.jp）

に、氏名、住所、電話番号を明記し、越後新川まちおこしの会・
加藤（☎090-4701-3910）

デザイン例

昔の内野町・新川の写真を探しています
　同会では、歴史を振り返る写真展の開催や研究のために昔の写真を探してい
ます。詳しくはお問い合わせください。問同会・加藤（☎090-4701-3910）

　直接会場へお越しください。
日 ９月25日（金）午後２時～３時30分　  　場内野まちづくりセンター
人先着100人　　　　　　　　　問西地区公民館（☎025-239-1285）

うちのDEシネマ「新川開削ものがたり」の上映とミニ講話を行います

　７㌢×７㌢の中に、４㌢×４㌢
のQRコードを入れるための空白を
作り、自由な形でデザインしてくだ
さい。なお、デザインしたものに約
10文字の文章が入ります。

※QRコードは㈱デンソーウェーブの登録商標です

７㌢

７㌢

４㌢

４㌢

西区自治協議会提案事業
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はにいがた未来ポイント対象事業です。

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

新型コロナウイルス感染症の影響により、事業実施が困難となった場合は、
西区役所ホームページや西区役所公式ツイッター、にしっこはぐくみLINK
でお知らせします。

坂 井 輪 児 童 館
寺尾上3-10-42　☎025-269-3154
開館時間　�①午前 ９時15分～10時15分

②午前10時30分～11時30分
③午後 ２時～ ３時　　　　
④午後 ３時15分～ ４時15分

定員　�各時間�先着10人（平日の①②は、
乳幼児と保護者のみの利用）

休館日　�月曜（祝日の場合は翌日）
　毎週木曜、16日（水）の①②、18日（金）
の③は入館できません。

■はじめての離乳食　要申し込み

時間　午後１時30分～２時30分
内容　離乳食の進め方
対象　�生後５カ月ころの赤ちゃんの保護者
持ち物　�母子健康手帳、筆記用具、バス

タオル（赤ちゃん連れの人）
申し込み　９日（水）から

赤ちゃん＆こどもの食生活
申し込み　新潟市役所コールセンター

（☎025-243-4894）

■ステップ離乳食　要申し込み
日時　10月１日（木）午前10時～11時
会場　坂井輪地区公民館　
内容　離乳食の進め方
対象　�生後６カ月以降で、２・３回食に

進もうとしている赤ちゃんの保護
者�先着10人

持ち物　�母子健康手帳、筆記用具、バス
タオル（赤ちゃん連れの人）、ら
くらく離乳食ガイドブック（持
っている人）

申し込み　９日（水）から

10月 会　場 定員
（先着）

１日（木） 坂井輪地区公民館 10人
14日（水） 黒埼健康センター 10人

★ベビーヨガ
日時　�９月29日（火）午前10時30分～11時30分
内容　�ベビーヨガ＆ママストレッチ
講師　佐藤麻美（ベビーヨガインストラクター）
対象　�首がすわってから歩き始め前まで

の乳児と保護者�先着10組
申し込み　�きょう６日（日）午前10時15

分から電話で同館　
●チャレンジ工作
９月30日（水）まで「ありがとうストラップ」
●子育て講座の資料を配付します
　子育て講座Q&Aの資料をまとめました。
希望者にお渡しします。

●は直接同館、★は要予約

「
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誰もがやり直し、活躍できる社会へ
　７月15日、「社会を明るくする運動」
強化月間に内野まちづくりセンター
で、内閣総理大臣メッセージ伝達式が
行われました。
　新潟中央地区保護司会会長八木由美
子さんが、「犯罪や非行から立ち直ろ
うとする人たちを迎え入れ、誰もがや
り直し、活躍できる社会を構築するこ
とが重要。多くの人から運動に参加し

てもらいたい」とメッセージを代読し、笠原西区長に手渡しました。
　「社会を明るくする運動」とは、犯罪や非行の防止と犯罪や非行をした人た
ちの更生について理解を深め、安全・安心な明るい地域社会を築くための全
国的な運動です。

新しい生活様式で朝市再開

　７月５日、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため中止していた、み
ずき野野菜朝市が「新しい生活様式」を取り入れて再開しました。
　主催の支え合いプロジェクトみずき野は、「入口と出口を別にし、人の流
れを一方向にすること」「入場人数制限をすること」「間隔を空けて野菜を設置
すること」など、感染防止の工夫をして、朝市を実施しました。
　訪れた人は、久しぶりに地域の人と交流しながら買い物を楽しんでいました。

■乳幼児に関する育児相談　要申し込み
日時　９月28日（月）午前９時30分～11時
会場　黒埼健康センター　
内容　育児相談、栄養相談
対象　�先着40人
持ち物　�母子健康手帳、バスタオル
申し込み　�電話で黒埼地域保健福祉セン

ター（☎025-264-7474）

９月の健診・相談など
西区�健康福祉課�健康増進係
（☎025-264-7423）

■安産教室　要申し込み
期日・受付時間（教室は約90分）
10月15日（木）午後１時15分～１時30分
会場　坂井輪健康センター
対象　�令和３年２・３月に出産予定の人�

先着10人
持ち物　�母子健康手帳、事前送付のはが

き、バスタオル
申し込み　�16日(水)から西区健康福祉課

健康増進係(☎025-264-7423)

　佐潟の豊かな自然をテーマに写真展を開催します。野鳥や風景など自慢の
写真を佐潟水鳥・湿地センターに展示しませんか。皆さんの素敵な写真をお
待ちしています。
応募条件　 令和元年10月以降の撮影で未発表作品。Ａ４または４つ切りサ

イズでプリントし額縁に入れたもの。１人２点まで（希望者は、
写真に関する思い出を30字以内で記入したものを展示）

応募方法　15日（火）～27日（日）に、問い合わせ先に持参。先着28点を展示
展示期間　 10月１日（木）～18日（日）　　　　　　　　　　　　

佐潟写真展 問い合わせ　
佐潟水鳥・湿地センター（☎025-264-3050）
※月曜休館、祝日の場合は翌日

日時　�①10月９日（金）午後２時～３時30分（小雨決行）
　　　②10月12日（月）午前10時～11時30分
　　　③10月26日（月）午前10時～11時30分（小雨決行）
会場　①③寺尾中央公園�休息所、②西総合スポーツセンター
講師　篠田邦彦（新潟大学名誉教授）、篠田浩子（長岡造形大学非常勤講師）
定員　各10人(応募多数の場合、抽選）
持ち物　運動のできる服装・運動靴（①③屋外・②屋内）、タオル、飲み物、筆記用具、手袋
申し込み　９日（水）～23日（水）に電話で問い合わせ先

新しい生活様式でのウオーキング講座 実技編
問い合わせ　 西区�健康福祉課�健康増進係（☎025-264-7423）

　新型コロナウイルス感染症の影響での運動不足
を一緒に解消しませんか。

西区発！健康ステップアップチャレンジ

親子の絆づくりプログラム
赤ちゃんがきた！

日時　��９月29日～10月20日の毎週火曜
午後１時30分～３時30分（全４回）

会場　坂井輪児童館
対象　�令和２年４月～６月生まれの第

１子と母親�10組（応募多数の
場合、抽選）

料金　1,100円（テキスト代）
申し込み　�14日（月）までに

区ホームページ
（右の二次元コー
ド）から申し込み

問い合わせ　 西区健康福祉課こども支
援担当（☎025-264-7343）

要申し込み

住むまちの"道"を美しく
　８月２日、木場地内の県道46号
線で、木場連合自治会と土地改良木
場工区による道路の清掃が行われま
した。黒埼南小学校から黒埼地区野
球場までの約500㍍の歩道と路肩を
20人が清掃し、２㌧トラック11台
分の土や雑草を除去しました。
　この活動は、環境美化のため地域
が自主的に実施。道路の使用許可や
交通誘導員の配置など、安全面に配
慮しながら行われました。
　木場連合自治会会長の大谷一男さ
んは「この活動を機に、地域の美化
活動を推進していきたい」と環境改
善への思いを語りました。 作業の様子（上）と作業後の道路（下）

遊歩道の開通祝う 渡り初め

　内野町地内の西川沿い旭橋から輪之内橋の間、約900㍍に遊歩道が開通し、
７月19日に、内野地区自治連絡協議会が竣工式を開催しました。この日は
中原市長や自治会の役員、地域住民など約30人が参加。式典の後は、参加
者全員で渡り初めを行いました。

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



西区役所だより「にし」に広告を掲載しませんか

　西区役所だよりでは、区の経済活動の振興などを目的に有料
広告枠を設けています。広告掲載を希望する事業者の皆さん、
ぜひお問い合わせください。詳しくは区ホームページ（右二次
元コード）をご覧ください。
対象　 西区に本社や営業所を有する事業者
募集する号　令和２年10月～令和３年３月の毎月第１・３日曜号
発行部数　１号あたり約52,000部（新聞折り込み、個別配送により配布）
掲載位置　各号３ページ下部(ウェブ版西区役所だよりには掲載しません)

広告枠の種類 規格（天地×左右）１回あたりの掲載料
１型 39㍉×122㍉ 20,000円
２型 83㍉×58㍉ 20,000円
３型 83㍉×122㍉ 40,000円
４型 83㍉×249㍉ 80,000円
５型 39㍉×58㍉ 15,000円

問い合わせ　西区 地域課 広報・広聴担当（☎025-264-7180）

３型は、この記事（オ
レンジ色の罫線）と同
じ大きさです

33西区役所だより に し

西区役所だより「にし」は、毎月第１・３日曜日に発行しています。　次号は９月 20日発行です。

33西区役所だより に し令和２年９月６日

<広告欄>

◆子育てひろば・ぺったん
日�10月２日（金）午前10時30分～11時30分
場内野まちづくりセンター
内�子どもと一緒に楽しく体を動かそう
人０～３歳児とその保護者�先着６組
申�９日（水）から電話で同館

◆ 女性セミナー「これから働くママ応援講座」

時間　午前10時～正午
人�育児休業中の女性�各10人（応募多数の
場合、抽選。２日、16日のみ保育あり。
生後６カ月以上の未就園児�10人）

申�18日（金）までに電話またはメール
で、「女性セミナー」、郵便番号、住所、
氏名（ふりがな）、電話番号、復帰時
期、受講希望日、保育希望の有無（希
望する場合は、子どもの氏名（ふり
がな）、生年月日）を明記し同館

◆楽しむパパ 伝わる笑顔

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。
★FAX・メールでの申し込みで、特に記載のないものは、住所、氏名、電話番
号を明記してください。

公 民 館

高齢者やその家族の相談窓口
　心配ごとや悩み事の相談を無料で受
けています。
◆一般相談
日�毎週月曜～金曜午前９時～午後５時
(祝日、年末年始を除く)

◆法律相談　※要予約
日�９月７日、14日、28日の月曜午後
１時30分～４時

申�新潟県高齢者総合相談センター (中
央区上所２新潟ユニゾンプラザ、☎
025-285-4165)

◆認知症相談
日�毎週月曜～金曜午前９時～午後５時
(祝日、年末年始を除く)

申�新潟県認知症コールセンター (☎
025-281-2783)

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（木）～12日（土）
　午前10時～午後10時
申�（一社）日本産業カウンセラー協会
（☎0120-583-358）

司法書士による手続き支援のため
の養育費相談会
　適正な養育費を受け取れずにいる人
に、司法書士として取り得る手続きな
どの法的支援を行うための無料相談会
です。
日�９月12日（土）午前10時～午後４時
申�新潟県司法書士会（☎0120-567-301）

パーキンソン病患者さんと家族の
ためのオンライン研修会
日�９月19日（土）午後１時～２時
内�パーキンソン病の薬物療法・外科治
療・運動療法

視聴方法

新型コロナウイルス感染症関連情報

 西地区公民館  ☎025-239-1285
 〒950-2261　赤塚2280-2

メール  nishi.co@city.niigata.lg.jp

知ってなるほど
新型コロナウイルス感染症のおはなし 第６回
マスクや手洗いで接触感染を防ごう

催
し
に
参
加
す
る
場
合
は
、
マ
ス
ク
を
着
用
す
る
な
ど
の

「
新
し
い
生
活
様
式
」の
実
践
を
お
願
い
し
ま
す

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

10月 内容
２日・16日 金 働き方を考える
３日・17日 土 先輩夫婦に聞く復帰後の生活

申�電話または新潟市電子申請サ
ービス「かんたん申し込み」（右
の二次元コード）で申し込み

◆菊見月の豆カフェ
日�９月23日（水）午後１時30分～３時30分
内手拭いポーチづくり
人�先着15人　　　￥100円
持裁縫道具、手拭い１枚、ゴム通し
申�あす７日（月）～17日（木）に電話で同館

◆親子ふれあいニコニコ講座
日�①10月１日～15日の毎週木曜、②
10月23日～11月６日の毎週金曜午
前10時～11時30分（全３回）

内子育て講座、ベビーマッサージ、ほか
人�令和元年10月～２年３月生まれの第１子
と保護者�各10組（応募多数の場合、抽選）

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

申�22日（祝）までに電話また
は新潟市電子申請サービス
「かんたん申し込み」（右の
二次元コード）で申し込み

　知っトク！親子でわいわい段ボールあそび
日�10月11日（日）午前９時30分～正午
人�小学生とその父親�先着15組（応募多数
の場合、連続参加者を優先）
オリジナルキャンプ用ドリッパーづくり

日�11月８日（日）午後１時～３時30分
人�小学生の父親�先着15人（応募多数の場
合、連続参加者を優先）

￥1,000円（材料費）

◆おもちゃ病院in小針青山公民館
直接会場へお越しください。

日�９月12日（土）午後０時30分～３時
￥実費負担有り

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

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

西新潟中央病院ホームページ
（右の二次元コード）で視聴
問�同院リハビリテーション科
（☎025-265-3171）

不動産の無料相談会
日�10月２日（金）午後１時～４時
場クロスパルにいがた（中央区礎町通３）
内不動産の価格や賃貸等の相談
申�29日（火）までに電話で（公社）県不
動産鑑定士協会（☎025-225-2873）

カウンセリング
不登校、いじめ、引きこもり、虐待

など一人で悩まずに、カウンセラーに
話してみませんか。実施日は参加者の
希望に応じます。
場�新潟カウンセリング研修センター
（小針６）
人本人、保護者または教員
申電話で会場（☎025-230-5320）

にいがた女
ひと

と男
ひと

フェスティバル2020
講演「スポーツから考える男女共同参画」
日�10月25日（日）午前10時～正午
場�新潟ユニゾンプラザ（中央区上所２）
講�小笠原悦子（順天堂大学女性スポー
ツ研究センター�センター長）

人�先着120人
申�23日（水）から電話、FAX（025-285-
6630）またはメール（npwf@npwf.
jp）で（公財）新潟県女性財団（☎
025-285-6610）

◆ w
ウ ィ ズ

ithコロナゆるっと子育て 親子ミュ
ニケーション

時間　午前10時～正午
人�小学生の保護者�15人（応募多数の場
合、抽選）

持筆記用具、飲み物

10月 内容
７日（水）新しい生活様式の中の子どものストレス
14日（水）小学生のインターネット利用
25日（日）家族で考える我が家のルール
28日（水）親子の関係づくり

申�25日（金）までに電話また
は新潟市電子申請サービス
「かんたん申し込み」（右の
二次元コード）で申し込み

新型コロナウイルス感染症の感染経
路は飛沫感染のほか、接触感染に注意
が必要です。
　人は無意識に顔を触っていて、１時
間に平均23回触ると言われています。
そのうち、目・鼻・口などの粘膜に触
る割合は約44％を占めます。
　無意識に触れないためにもマスクを
着用したり、触れても感染しないよう
にこまめに手を洗ったりしましょう。

鼻３回 口４回

目３回

※�マスクの着用により、熱中症のリスクが高まります。２㍍以上人との「距離を
トル」、距離がとれたら「マスクをトル」、マスクをとったら「水分をトル」の「３
トル」を実践し、感染症防止対策を行うとともに、熱中症の予防をしましょう

感染症対策の基本が大切です
　感染拡大の防止と社会経済活動を両
立していくために、皆さん一人一人が
「新しい生活様式」を自らのライフスタ
イルの中に取り入れていきましょう。

「三密」の回避
○換気の悪い「密閉」空間
○多数が集まる「密集」場所
○間近で会話や発声をする「密接」場面

マスクの着用を含む咳エチケット

こまめな手洗い

○正しくマスクを着用する
○�マスクがないときは、ティッシュやハンカチで口を覆う
○とっさの時、袖で口や鼻を覆う

○外出先からの帰宅時や調理前後、食事の前などに手を洗う
○手洗いは30秒程度かけて、水とせっけんで丁寧に洗う


