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西区役所だより

〇今号掲載の情報は10月26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。

津波に備える 　平成23年の東日本大震災では、東北地方の太平洋沿岸を襲った津波によって多く
の人命が失われました。これを受けて、「津波対策の推進に関する法律」が制定され、
毎年11月5日を「津波防災の日」と定めています。
　津波防災の日を機会に、地震や地震に伴う津波に対する理解を深め、万が一の際の
行動を確認しましょう。問い合わせ　西区 総務課 安心安全係（☎025-264-7120）

津波災害が起こる前にすべきこと
津波を知る

　津波の速さは、沖合ではジェット機に、
陸上ではオリンピックの短距離走選手に
匹敵します。津波を確認してからでは、
人が走って逃げ切ることはできません！
　地震がおさまって身の安全を確保でき
たら、すぐに避難を始めてください。

津波の速さは想像以上！

　ハザードマップで家の周りの避難場所
や津波避難ビル・安全な高台などを把握
しましょう。また、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確認
避難時の行動確認

津波は繰り返し襲う！
　津波は第２波、第３波と繰り返しやっ
てきます。必ずしも第１波が最大とは限り
ません。津波注意報や津波警報、大津波警
報が解除されるまで、注意しましょう。

ハザードマップ
　本市では、中学校区単位に津波、浸水、洪水・
土砂災害の情報をまとめた「新潟市総合ハザード

津波災害時にすべきこと

発災～30分未満（沿岸・沿川地域）

120分～約７日後（低平地浸水地域）

30分～120分未満（河川遡上地域）

警報などを待たずに"すぐに"高台や避難ビルへ
　沿岸や川沿いは、津波が来るまでに、時間
に余裕がありません。強い地震を感じたら、
津波警報などを待たずに、すぐに津波避難ビ
ルや安全な高台などへ避難してください。

　川を遡上した津波による浸水が広い地域で
起こり、被害が長期化します。地震発生直後
から移動を始め、被害が及ばない地域まで避
難することが理想的です。

被害が及ばない地域や高台へ避難

川沿いも危険！川から"高く・遠く"へ避難
　津波は川を遡上し、内陸の川沿いの地域ま
で甚大な被害を及ぼします。内陸でも、地震
が発生したらできるだけ早く川から離れ、安
全な場所へ避難してください。

より高く、より遠くに避難

マップ」を作成しています。市ホー
ムページ（右の二次元コード）からご
確認ください。また、西区総務課で
も配布しています。

にいがた防災メール
　避難情報や緊急災害情報などを知ることができるほか、毎
月１回防災啓発に関する情報を配信するサービスです。市ホー
ムページ（右の二次元コード）から登録できます。

新潟県公式アプリ「新潟県防災ナビ」
　ハザードマップの閲覧や災害情報の入手、現在地周辺
の避難所の表示など、さまざまな機能が備わっています。
県ホームページ（右の二次元コード）からダウンロードで
きます。

緊急告知FMラジオ
　電源が切れている状態でも、緊急信号を受信すると自
動的に起動して、最大音量で緊急情報を即時に伝達しま
す。購入方法や助成制度などについては、西区総務課ま
でご相談ください。

非常時に備え、情報収集手段を確保しましょう

避難とは「難」を「避」けること。安全な場所にいる人まで避難
場所に行く必要はありません。

　自宅が危険な場所にある場合は、避難所が過密状態となることを防ぐた
め、安全が確保できる親戚や知人宅、ホテル等への避難も検討しましょう。
やむを得ず車中泊をする場合は、浸水しないよう周囲の状況等を十分確認
してください。

　自宅が浸水する可能性が低い場合、自宅にとどまり安全を確保すること
も「避難」です。あらかじめ自宅の災害リスクをハザードマップで確認して
おきましょう。

　新型コロナウイルス感染症が収束していない中でも、災害時に危険な
場所にいる人は迷わず避難してください。ここでは、新型コロナウイル
ス感染症対策を踏まえた避難のポイントをお知らせします。

避難先を検討する

在宅避難

分散避難

避難時の持ち出し品を検討する
　通常の非常持ち出し品に加えて、新型コロナウイルスの感染防止や健
康状態の確認できるものも、できる限り持ち出しましょう。

・マスク
・体温計
・アルコール消毒液

新型コロナウイルス感染症対策を踏まえた災害時の避難のポイント

・ウエットティッシュ
・上履き（スリッパ）
・使い捨てのビニール手袋
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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、４日（水）の①②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　４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　12月７日（月）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　４日（水）から

●は栄養相談　★は歯科相談あり
持ち物　母子健康手帳、バスタオル

12月 会　場 定員
（先着）

７日（月） 坂井輪地区公民館 10人
23日（水） 黒埼健康センター 10人

★ベビーヨガⅢ
日時　�11月17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１日（日）午前10時15

分から電話で同館　
●チャレンジ工作
11月29日（日）まで「フォトフレーム」

●は直接同館、★は要予約

乳幼児に関する育児相談

11 月 時　間 定　員
（先着） 会　場 問い合わせ・申し込み

10日（火）午後１時 30分～３時●★ 32人 西地域保健福祉センター
要申し込み

西地域保健福祉センター
☎ 025-264-7731

16日（月）午前 9時 30分～ 11時● 40人 黒埼健康センター
要申し込み

黒埼地域保健福祉センター
☎ 025-264-7474
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期日・受付時間（教室は約90分）
12月17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４・５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　�18日(水)から西区健康福祉課

健康増進係(☎025-264-7423)

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

下水道いろいろコンクールで入選
　９月30日、公益社団法人日本下水道
協会主催「下水道いろいろコンクール新
聞部門小学生の部」で、大塚百葉さん（新
通小５年）が入選し、西部地域下水道事
務所で表彰状授与式が行われました。
　このコンクールは９月10日の「下水
道の日」にちなみ、下水道の理解を深め
てもらうことを目的に開催しています。
　受賞した新聞は、昨年７月に同事務
所が開催した、坂井輪雨水１号幹線（雨

水バイパス管）の「下水道工事現場親子見学会de新聞づくり」に大塚さんが参加
し、雨水バイパス管の役割や重要性など学び、まとめたもの。大塚さんは「下
水道といっても、トンネルや資材などいろいろなものがあることがわかりまし
た。入選してこのような賞状をもらえてうれしい」と話していました。

親子の絆づくりプログラム
赤ちゃんがきた！

日時　��12月３日～24日の毎週木曜午前
10時～正午（全４回）

会場　黒埼市民会館
対象　�令和２年７月～９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　�20日（金）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）

プレゼントキャンペーン
買って応募して当てよう

　JA新潟みらいファーマーズ・マーケット「いっぺこ～と」で、いもジェンヌ（生
芋）を含む税込み2,000円以上のレシートで、いもジェンヌ（生芋）といもジェ
ンヌスイーツの詰め合わせが抽選で50人に当たるキャンペーンを実施中です。

応募期間　11月１日（日）～12月31日（木）
応募方法　�いっぺこ～とに設置された応募用紙に、同店で購入したいもジェ

ンヌ（生芋）を含む税込み2,000円以上が印字されたレシートを貼
り付け、店内の応募箱に投函。当選者のみ賞品引換券を郵送

焼き芋スタンプラリー
スタンプをためてもらおう

　いっぺこ～とで、いもジェンヌ（焼き芋）の購入時にもらえるスタンプをためる
と、オリジナルトートバックまたはいもジェンヌ（生芋）のどちらかがもらえます。

引換期間　２月14日（日）まで
景　　品　�オリジナルトートバック（先着50人）またはいもジェンヌ（生芋）

（なくなり次第終了）
引換方法　�いっぺこ～とでいもジェンヌ（焼き芋）を１本買うごとに１個押さ

れるスタンプを７個集め、スタンプの台紙にあるアンケートを回
答の上、店内サービスカウンターにて景品と引き換え

いもジェンヌフェア
問い合わせ　JA新潟みらい西グリーンセンター（☎025-210-4551）
　　　　　　西区�農政商工課�食と産業振興室（☎025-264-7630）

　フォトコンテスト２回目のテーマは新潟砂丘さつまいも「いもジェン
ヌ」！入賞者の5人に「新潟市の食」詰め合わせセット（１万円相当）をプレ
ゼント！みなさんの応募お待ちしています。

問い合わせ　西区 農政商工課 食と産業振興室（☎025-264-7630）

区ホームページ

　応募要項は区役所ホームページまたは西区役
所公式Instagramアカウント「にしくらし（@
nishikurashi）」をご覧ください。

募集期間 12月27日（日）まで
（結果発表は令和３年２月７日（日）を予定）

応募方法
①フォロー
西区公式インスタグラム
アカウント「にしくらし」を
フォロー。

②撮影
いもジェンヌの美味しさ
が伝わる写真、食べてみ
たい！と思ってもらえるよ
うな写真を撮る。

③投稿
「＃大好きいもジェンヌ」
「#にしくらし」2つのハッ
シュタグとコメントをつけ
て投稿。

12月の安産教室

笑顔で新年号を飾りませんか
問い合わせ　西区�地域課�広報・広聴担当（☎025-264-7180）

　来年はもっと笑顔を見せ合えることを願って、西
区役所だより「にし」令和３年１月３日号を皆さんの
笑顔で飾ります。また応募者の中から、いもジェン
ヌ農商工連携協議会の提供の「いもジェンヌ（生芋）」
が抽選で20人に当たります。奮ってご応募ください。

テーマ　笑顔
対象　西区在住の人�50人（応募多数の場合、抽選。応募は１人１点まで）
応募内容　�１枚に１人～５人が写った、１㍋バイト～２㍋バイト程度の縦長

のカラー画像データ（事前に被写体の人の了承を得ること。不鮮明
な画像や文字などを挿入した画像、不適切であると思われる画像
は掲載しません。また、背景などを削除する場合があります）

応募方法　�30日（月）までにメール（chiiki.w@city.niigata.
lg.jp）（右の二次元コード）で、「笑顔写真」、郵便番号、
住所、氏名、連絡先を明記し、画像データを添付の上、
問い合わせ先。プレゼントは１月中旬に発送予定



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 11月 15日発行です。
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<広告欄>

第２回いきいき西区ささえあいプ
ラン推進委員会
西区地域福祉計画の内容の検討や策

定スケジュール等について意見交換を
行います。傍聴を希望する人は直接会
場へお越しください。
日11月13日（金）午後２時～４時
場西新潟市民会館�多目的ホール
人先着10人
問�西区健康福祉課地域福祉係（☎025-
264-7315）

◆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11月14日（土）午後０時30分～３時
￥実費負担の場合あり

◆ 大人になった発達障がいのある人を
理解する

日12月５日（土）午前10時～正午
講有川宏幸（新潟大学教育学部�教授）
人先着40人
申あす２日（月）から電話で同館

◆飛び出すカードで季節を飾る
日12月６日（日）午前９時30分～11時30分
内�来年の干支やクリスマスのポップア
ップカード作り

人中学生以上�先着20人
￥300円（材料費）
申30日（月）までに電話で同館

◆ 認知症サポーター養成講座「認知症を
理解してケアのコツを学びましょう」

日12月11日（金）午前10時～正午
人先着50人
持筆記用具、飲み物
￥200円（保険代）
申12月８日（火）までに電話で同館

◆パソコンの町医者 地域のパソコン相談室
日11月10日（火）午後１時30分～３時30分
場内野まちづくりセンター
人先着８人
持ノートパソコン
申９日（月）までに電話で同館

お 知 ら せ

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

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

メール  nishi.co@city.niigata.lg.jp
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（西地区公民館の続き）
◆うちのDEシネマ
直接会場へお越しください。

日11月17日（火）午後２時から
場内野まちづくりセンター
内ハーバー・クライシス�湾岸危機（128分）
人先着50人

◆切り絵で迎えるお正月
日12月３日（木）午後１時30分～３時30分
場内野まちづくりセンター
内来年の干支のさげ紙を作る
人先着20人　　￥300円（材料費）
申４日（水）から電話で同館

◆ 子育てひろば・ぺったん 写真・似顔
絵DEオリジナルカレンダーを作ろう

日12月４日（金）午前10時30分～11時30分
場内野まちづくりセンター
人０歳～３歳児とその保護者�先着６組
申４日（水）から電話で同館

◆ 子どもの活動支援者研修会「こども
の喜ぶ笑顔が見

み た い
隊‼」

日12月11日（金）午前10時～正午
場内野まちづくりセンター
内楽しく工作をするコツの紹介
講櫻井哲資（こども造形仕掛人）
人�子どもの活動の支援にかかわってい
る人または関心のある人�先着20人

申�12月３日（木）までにメールまたは
電話で同館

内野中学校体育祭軍旗を見に来ませんか
　新型コロナウイルス感染症の影響に
より、無観客で行われた内野中学校体
育祭の軍旗を展示しています。直接会
場へお越しください。
日11月５日（木）～22日（日）
場�内野まちづくりセンター
問�うちの暖簾会・小林（☎090-8853-3872）

B型肝炎特別措置法 電話・個別相談
日11月７日（土）午前10時～正午
場�全国B型肝炎訴訟新潟事務所（中央
区西堀前通１）

内弁護士による無料電話相談・個別相談
人�集団予防接種でB型肝炎になった人とそ
の家族（個別相談は事前申し込みが必要）

申電話で同事務所（☎025-223-1130）

新潟一聴きたい！お金の話
　直接会場へお越しください。
日11月10日（火）午前11時～11時30分
場黒埼健康センター　　￥100円
問�にいがたっ子☆スペースくろさき
（niigatakko_space_kurosaki@
yahoo.co.jp）

新潟県障害者芸術文化祭 ふくらむアート
ふあっとにいがたフェスティバル
　直接会場へお越しください。
日�11月10日（火）～15日（日）午前10時～
午後５時（10日のみ午後１時から）

場新潟ユニゾンプラザ（中央区上所２）
内美術展示、ステージ発表（15日のみ）
問�県障害者社会参加推進センター（☎
025-383-3654）

事業計画策定セミナー
日�11月10日（火）、17日（火）午後２時～
５時（全２回）

場新潟西商工会館（内野町）
内事業計画の作り方、補助金活用方法など
講�土田正憲（㈱にいがた事業承継サポー
ト室�中小企業診断士）

人�先着20人
申�６日（金）までに電話またはメール
（niigatanishi@shinsyoren.or.jp）に
氏名、電話番号を明記し、会場（☎
025-262-2316）

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

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

問い合わせ　 西区 地域課 企画・地域振興担当（☎025-264-7172）
　自治会などが設置・管理している防犯灯電気料の補助申請を受け付けてい
ます。詳しくはお問い合わせください。

防犯灯電気料の補助申請は11月30日（月）まで

申請方法
　９月上旬に自治会長あてに送付した申請書に、東北電力の９月分の電気料
金領収書と公衆街路灯管理一覧表を添付して提出（申請書は市ホームページから
もダウンロードできます）
申請先
　西区地域課、西出張所、黒埼出張所、赤塚連絡所、中野小屋連絡所
※入金は来年１月末を予定

問い合わせ　西区 地域課 広報・広聴担当（☎025-264-7180）
　「コロナ禍における新潟市の未来に向けた取り組み」をテーマに、市長との
意見交換会を実施します。会場では手話通訳・要約筆記を行います。
日時　11月19日（木）午後７時～８時
会場　黒埼市民会館 ホール　　　　定員　先着100人
申し込み　 10日（火）までに電話で新潟市役所コールセンター（☎025-243-4894）

市長とすまいるトーク in 西区

地域と学校ウエルカム参観日
関屋中学校
防災教育 地域の中で中学生ができること
日時　11月17日（火）午後１時40分～３時30分
会場　関屋中学校体育館
定員　先着50人　　　持ち物　上履き
申し込み　 ５日（木）までにFAX（025-266-4132）または電話で同校・山崎

（☎025-266-4131）

小新中学校
コロナ禍における避難所運営
日時　11月19日（木）午後１時35分～３時35分
会場　小新中学校体育館
定員　先着30人　　　持ち物　上履き、飲み物
申し込み　 ９日（月）までにメール（kosin.jh.partner@docomo.ne.jp）、

FAX（025-233-1826）または電話で同校・地域教育コーディネー
ター 山本・内山（☎080-2063-7725）

問い合わせ　佐潟水鳥・湿地センター（☎025-264-3050）
冬の佐潟で野鳥を観察しませんか

　佐潟ボランティア解説員の解説を聞きなが
ら、コハクチョウなどの野鳥を観察しませんか。
日時　12月５日（土）午前７時～９時
定員　先着16人（小学生以下は保護者１人同伴）
申し込み　18日（水）から電話で同センター　

佐潟水鳥・湿地センター早朝開館
　佐潟水鳥・湿地センターでは、ハクチョウをはじめとした冬鳥の飛来に合
わせ、11月から２月まで土曜・日曜の早朝開館を行います。

冬鳥ウオッチング

開館時間　午前９時～午後４時30分（11月～2月は土曜・日曜のみ午前７時開館）
休館日　 月曜日（祝日の場合は翌日）、年末年始

10月７日にコハクチョウが
今季初飛来しました

シカ・イノシシにご注意ください
　９月末以降、佐潟周辺や五十嵐３の町、中権寺地内の畑や林において、
イノシシの足跡情報が寄せられています。また、10月上旬には新川漁港
付近の国道402号などにおいて、シカの目撃情報がありました。シカやイ
ノシシに遭遇した場合、次の点に気を付けてください。

シカ・イノシシを見かけたら、西区役所区民生活課へご連絡ください。
平日�☎025-264-7261��休日・夜間�☎025-268-1000（代表）
※緊急性がある場合はすぐに新潟西警察署へ（☎110）

大きな声を出さない（驚かさない）・攻撃しない
　大声を出すなどして驚かしてはいけません。また、石を投げたりして刺
激すると逆上して襲ってくることがあるため、大変危険です。
近づかない・ゆっくり行動する
　むやみに近づかず、静かにその場を離れましょう。背中を見せたり、走って逃
げると向かってくることがあるので、ゆっくりと後ずさりしながら離れてくださ
い。接近が避けられない場合、逃げ道を明け渡し、安全な場所に避難してください。
絶対に餌を与えない
　餌を与えると、人なれの原因となり、人の生活圏から去らなくなってしまう
可能性があります。また、餌を取るときに噛みついたりすることがあり危険です。


