
★申し込みが必要で、申込方法が書かれていないものは、電話でお申し込みください　★郵便物は「〒 950-2097 西区役所○○課」で届きます（郵便番号は区役所専用です）
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西区役所だより

〇�今号掲載の情報は１月７日時点のものです。新型コロナウイルスの感染状況により催し等を中止する場合があります。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、それぞれで実施される感染対策を確認し、徹底をお願いします

問い合わせ　西区 健康福祉課 地域福祉係（☎025-264-7315）

　民生委員・児童委員（以下、民生委員）は、社会福祉の増進のために、地
域の身近な相談相手として、必要な支援をしています。今号では、その役
割や活動内容を紹介します。

あなたのまちのあなたのまちの
民生委員・児童委員民生委員・児童委員

　民生委員は地域住民の立場で支援が必要な人を関係機関につな
ぐ「福祉のつなぎ役」です。（右図参照）
　日ごろから高齢者や障がいのある人など、心配な人への見守り
や、生活に困っている人、１人親世帯の人から相談に乗るなどの
活動をしています。
　また、地域の状況に応じた、福祉の活動に参加しています。

　民生委員は民生委員法に基づく民生委員と、児童福祉法に基づ
く児童委員を兼ねています。厚生労働大臣から委嘱された非常勤
の地方公務員であり、無報酬のボランティアとして活動していま
す。西区では、13の地区に分かれて、それぞれに主任児童委員
も配置し、地区民生委員児童委員協議会が組織されています。

　高齢者や障がいのある人への支援が必要なときや、子育てや介護で
不安や心配ごとがあるときは、お住まいの地域の民生委員へお気軽に
ご相談ください。相談した人の秘密は固く守られます。地域の民生委

西区 健康福祉課 地域福祉係
☎025-264-7315

　中野小屋地区では、月１回、民生委員に
よる高齢者への見守り訪問活動を行ってい
ます。１人暮らしの人や高齢者のみの世帯
などを訪問し、顔を合わせて世間話をしな
がら、体調の変化や困りごとがないか聞き
取っています。顔の見える活動により、支
援が必要な場合には、円滑に関係機関につ
ないでいます。

民生委員は“福祉のつなぎ役”民生委員は“福祉のつなぎ役”

　民生委員は地域住民にとって大変重要な役割を担っている一方で、民生委員
の担い手がいなく、欠員となっている地域があります。
　民生委員の任期の３年ごとに行われる一斉改選では、定年や家庭の事情で退
任する民生委員もいます。万一、候補者が見つからず欠員となった場合は、困
りごとを抱える人に目が行き届かず、必要な支援につながりにくいことが心配
されます。地域の中で民生委員の立場や役割を理解し、必要に応じて連携する
ことは、民生委員が活動しやすい環境となり、担い手確保にもつながります。
　誰もが暮らしやすい安心な地域のために、民生委員活動への理解と協力をお
願いします。

連携・協力

担当区域

・高齢者のいる世帯
・障がい者のいる世帯
・�生活に困窮している
世帯
・子どものいる世帯
・妊産婦のいる世帯
・１人親世帯
　　　　　　　ほか

・区役所
・�社会福祉協議会
・�地域包括支援センター
・教育委員会
・学校
・保育所
・児童相談所
・保健所
・医療機関　　
　　　　　　　ほか

関係機関

世帯状況把握

情報提供

援助

相談

地域と関係機関をつなぐ民生委員のイメージ図

民
生
委
員
・
児
童
委
員

民生委員って？民生委員って？

民生委員に相談したいときは？民生委員に相談したいときは？ 民生委員活動への理解と協力をお願いします民生委員活動への理解と協力をお願いします

民生委員の活動はみんなの味方民生委員の活動はみんなの味方

高齢者の見守り高齢者の見守り

民生委員と自治会長の懇談会民生委員と自治会長の懇談会
　内野地区では、12月10日に内野・
五十嵐まちづくり協議会の声かけによ
り、「民生委員と自治会長の懇談会」が開
催されました。これは、日ごろの活動の
情報交換をし、顔の見える関係づくりの
ために企画されたものです。
　参加者は「立場は違ってもお互いに情
報交換することが大切。定期的に開催し
てほしい」と話していました。

街の安心安全点検街の安心安全点検
　坂井輪地区では、毎年５月に「街の安
心・安全点検活動」を行っています。
　民生委員がグループに分かれて、地域
の危険箇所や手入れがされていない空き
家など、心配な箇所の点検を行っていま
す。点検後、改善が必要な箇所をまとめ、
自治会と共有したり、関係機関に連絡を
行っています。

これらの活動のほか、さまざまな地域
で民生委員や自治会役員などが連携
し、取り組みを進めています。本紙２
面「地域団体と民生委員が連携した地
域の支え合い」の記事もご覧ください

員を知りたい場合は、お問い合わせください。
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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などでお知らせします。

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）
　20日（ 木）27日（ 木）、30日（ 日）、
２月３日（木）の①②、21日（金）の③、
２月２日（水）の②は入館できません。

★みんなあつまれ 節分鬼退治ゲーム
日時　�２月２日（水）午前10時30分～11

時30分
対象　�未就園児とその保護者�５組（応募

多数の場合、初めて参加する人を
優先の上、抽選）

申し込み　�20日（木）～28日（金）に電話
で同館�

最近の健診結果のある人はお持ちください。成人健康相談

２月 時　間 会　場 栄養
相談 問い合わせ・申し込み

３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

18日（金）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

22日（火）午前9時 30分～ 11時 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

24日（木）午前9時 30分～ 11時 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

持ち物　�母子健康手帳、妊婦歯科健診受診票
申し込み　�19日（水）から新潟市役所コール

センター（☎025-243-4894）

２月 受付時間 会場 定員
（先着）

９日
（水）

午後１時～１時25分 坂井輪健康
センター

13人
午後１時25分～１時50分 13人
午後１時50分～２時15分 13人

21日
（月）

午後１時～１時25分 黒埼健康
センター

８人
午後１時25分～１時50分 ８人
午後１時50分～２時15分 ８人

  妊婦歯科健診   １歳誕生歯科健診
持ち物　�母子健康手帳、問診票、バスタ

オル（希望者はフッ化物塗布料
1,020円）

問い合わせ　�西区健康福祉課健康増進係
（☎025-264-7423）

★�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

●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
申し込み　17日（月）から

乳幼児に関する育児相談

２月 時　間 定　員
（先着） 会　場 問い合わせ・申し込み

３日（木） 午前９時 30分～ 11時●★ 36人 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

８日（火） 午後１時 30分～３時●★ 20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

親子の絆づくりプログラム
赤ちゃんがきた！

日時　��２月22日～３月15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３年９月～11月生まれの

第１子とその母親�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　�２月６日（日）

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

工夫をした取り組みが進んでいます！工夫をした取り組みが進んでいます！

問い合わせ　�西区 健康福祉課 地域福祉係（☎025-264-7315）

　コロナ禍でも、地域でのつながりづくりや困りごとを抱えた人を支えるため、
工夫をした取り組みが進んでいます。今号では、取り組みの一部を紹介します。

○西区健康福祉課地域福祉係　☎025-264-7315
○西区社会福祉協議会　☎025-211-1630

西区全体の取り組みについてのお問い合わせ

ご相談は各地区の支え合いのしくみづくり推進員まで
○小新・小針圏域（小新中・小針中学校区、関屋中学校区内の青山小学校区）
　☎025-201-1351
○坂井輪圏域（坂井輪中学校区）　☎025-211-8084
○五十嵐圏域（五十嵐中学校区）　☎090-7755-6870
○黒埼圏域（黒埼中学校区）　☎090-4203-4839
○内野・赤塚・中野小屋圏域（内野中・赤塚中・中野小屋中学校区）
　☎025-264-3377

　コロナ禍で敬老会などの恒例行事が
できない中、自治会の組長や役員が 75
歳以上の高齢者が住んでいる世帯を訪
問して、笹団子やちまきを届けながら、
体調などを確認しました。
　直接顔を合わせて、「寒くなりまし
たね」「どうもありがとう」と気遣い合
い、笑顔がこぼれました。

　10 月 15 日に「楽しいお買い物ツ
アー」を開催しました。これは、民生委
員による日ごろの見守り訪問の中で、

「買い物など外に出ることがおっくう
になっている」との声を受け、自治会と
民生委員が連携して企画したもので
す。
　当日は 15 人が参加し、自治会長が
運転するマイクロバスで大型ショッピングセンターに行き、買い物をしながら
交流を楽しみました。
　参加者からの「今後も続けてほしい」という声を受け、定期的な取り組みを検
討しています。

　昨年度、結成した「小針緑町たすけあいクラ
ブ」。同クラブでは、庭の草取り、剪定、ごみ出
しなどの生活支援や認知症検査への補助、生
活相談などに応じる活動を行ってきました。
　今年度から、民生委員などと行っている見
守り訪問の対象者を増やし、見守り活動を強
化しました。訪問先で困りごとを聞いた時は、
地域の人材を生かして生活支援を行っていま
す。

地域団体と民生委員が連携した地域団体と民生委員が連携した
地域の支え合い地域の支え合い

西区の除雪情報を発信しています西区の除雪情報を発信しています

西区役所ホームぺージ 西区役所公式ツイッター

＠nsk_niigata

　西区内の除雪に関する情報を西区役所ホームぺージ、西
区役所公式ツイッターで発信しています。ツイッターの
フォローをお願いします。

大雪の場合、集団接種を中止することがあります大雪の場合、集団接種を中止することがあります

市ホームぺージ

新型コロナワクチン集団接種

　集団接種日が大雪となった場合、除雪状況や交通
状況を確認の上、来場する皆さんの安心・安全を考
慮して中止とすることがあります。中止となった場
合、該当者に接種日前日までに電話またはメールで
お知らせします。また、開催可否について、市ホー
ムぺージ（右の二次元コード）などでも公開します。

高齢者への祝い品配布、見守り訪問高齢者への祝い品配布、見守り訪問　　寺尾上町自治会寺尾上町自治会

買い物支援でつくる地域のつながり買い物支援でつくる地域のつながり　　内野平和台自治会内野平和台自治会

生活支援の「なんでも屋」生活支援の「なんでも屋」　　小針緑町たすけあいクラブ小針緑町たすけあいクラブ



申�31日（月）までに新潟
市電子申請サービス
「かんたん申込み」（右
の二次元コード）また
は、電話で同館

◆ かわいいわが子の足形をとろう
日２月18日（金）午前10時～正午
人�生後８カ月以下の乳児とその保護者�
10組（応募多数の場合、抽選）

持子どもの写真、はさみ、のり
申�31日（月）までにメールで「だいじょ
うぶ」、氏名、ふりがな、住所、電
話番号、子どもの名前と生年月日を
明記し、同館

◆ おもちゃ病院in黒埼地区公民館
　直接会場へお越しください。
日１月23日（日）午後１時～３時
￥実費負担の場合あり

◆ カンタン！けん玉体験教室
日２月11日（祝）、18日（金）午前10時～正午
人小学生以上�各回先着20人
持けん玉（貸出可）、屋内用運動靴
申19日（水）から電話で同館

◆ 絵本講座
日２月28日（月）午前10時～正午　
人�未就園児の保護者�先着12人（保育あり、
生後10カ月以降の未就園児�先着12人）

持筆記用具
申19日（水）から電話で同館

◆ うちのらくご 新春寄席
　直接会場へお越しください。
日�１月30日（日）午後１時30分～３時30分
内新潟大学落語研究部による落語会　
人先着50人

◆ パソコンの町医者 地域のパソコン
相談室

日２月８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10人
持ノートパソコン
申２月７日（月）までに電話で同館

◆毎月第４水曜日は地域ふれあいサロン
　直接会場へお越しください。
日�１月26日（水）午後１時30分～３時30分
￥100円(お茶代）

◆ 西新潟オープンカレッジ
人各回先着60人
￥各回500円
　地域学部「町名でわかる坂井輪現代
史の一面 世界情勢の動きが見える」
日�２月10日(木)午後１時30分～3時30分
講本井晴信（元新潟県立文書館副館長）
申�２月５日（土）までに電話で同館
　教養学部「映画の魅力 シネウインド
36年の歩み」
日２月21日(月)午前10時～正午
講齋藤正行（シネウインド代表）
申�２月16日（水）までに電話で同館

（坂井輪地区公民館の続き）
◆ パパと子どもの体力づくり＆おやこ

あそび
日２月13日（日）午前10時～11時30分
講城元剛（総合フィットネストレーナー）
人�１歳６カ月以上の未就園児とその父
親�10組（応募多数の場合、抽選）

持�運動ができる服装、屋内用運動靴、フェ
イスタオル、飲み物

西区教育ミーティング
　区担当教育委員と区自治協議会委員
が、教育に関する意見交換を行いま
す。傍聴を希望する人は、直接会場へ
お越しください。
日１月28日（金）午後１時45分～２時45分
場西区役所健康センター棟１階大会議室
人先着10人
問�西 区教育支援センター（☎025-
264-7530）

第10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ぺージ
でご覧になれます。
日１月28日（金）午後３時から
場�西区役所健康センター棟１階大会議室
人先着10人
問�西区地域課企画・地域振興担当（☎
025-264-7161）

１月30日（日）は鎧潟クリーンセン
ターを休業します
　電気工事により施設が停電するため、
受付業務を休業します。ごみの搬入はで
きませんので、ご協力をお願いします。
問同センター (☎0256-76-2831)

坂井輪図書館協議会 公募委員を募集
　区内の図書館運営に意見を述べる委員を
募集します。年２回程度の会議を行います。
任期　令和４年４月１日から２年間
対象　�西区に在住、在勤、在学で、令

和４年４月１日時点で18歳 以
上の人。ただし、本市の付属機
関などの委員、本市職員、本市
議会議員を除く

募集人数　２人
選考方法　作文および書類審査
応募方法　�２月16日（水）必着で、住所、

氏名、電話番号、生年月日、
応募の動機を記入した用紙
（任意様式）に、「西区の図書
館に望むこと」と題した作文
（1,200字以内）を添えて、郵
送（〒950-2055西区寺尾上３-
１-１）またはメール（sakaiwa.
cl@city.niigata.lg.jp)で坂井輪
図書館（☎025-260-3242）

もの潟り トバスフラワー・ハスの
実ストラップ作り
　直接会場へお越しください。
日�１月22日（土）午前10時～午後３時
材料がなくなり次第終了

場佐潟水鳥・湿地センター　
問同センター（☎025-264-3050）

からだリカバリー 血流観察無料体験会
　直接会場へお越しください。
日�１月25日（火）～28（金）午前10時30
分～午後８時

場西総合スポーツセンター　
人�寝付きが悪い人、腰・膝・肩・首の
痛みや体の冷えに困っている人

問同センター（☎025-268-6400）

◆ つくってつたえる伝統食
日２月25日（金）午前10時～正午
内�鮭の焼き漬け、くるまふと根菜の煮
物、かきあえなます、ほか　

人先着12人
持�エプロン、三角巾、布巾、筆記用具、飲み物
￥600円（材料代）
申19日（水）から電話で同館

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２月６日発行です。

33西区役所だより に し令和４年１月 16 日

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

催 し

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  kobariaoyama.co@city.niigata.lg.jp
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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

まちの話題まちの話題 TOWN TOPICSTOWN 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

日頃の活動をたたえて

◆ 西区感謝状

押見　清雄（安心安全活動）
大久保　智子（児童委員・児童の見守り活動）
渡邉　穰（まち協・健康づくり活動）
増田　正（環境美化・児童の見守り活動）
岡田　貫一（児童の見守り活動）
高橋　容子（環境美化・児童の見守り活動）
樋口　智（地域の文化・体育活動）
（写真掲載外)

真島　紘一（安心安全活動）
大湊　武士（コミ協・地域づくり活動）
岸川　喜一（環境美化・地域交流活動）

�在職期間10年
大竹　潤一郎（槇尾自治会）
伊藤　和美（清心町自治会）
田中　純一（平島一丁目自治会）

　12月21日、黒埼市民会館で西区功労者表彰式を開催しました。長きにわた
り自治会・町内会の代表を務められた会長の皆さまや、地域貢献により各地域
コミュニティ協議会から推薦された個人、公園の維持管理・生活環境の健全化
の推進など功績が顕著に認められる個人・団体へ感謝状と記念品を贈呈しまし
た。表彰された人は次のとおりです（敬称略）。

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

（小針青山公民館の続き）
◆ バレンタインプレゼントづくり
日２月12日（土）午前10時～正午
内�チョコレートラッピング、バレンタ
インカードづくり　

人小学生�先着30人
持�エプロン、学校の名札、飲み物
￥500円（材料代）
申あす17日（月）から電話で同館

◆ 学校がつらいと感じている子どもの
気持ちによりそう

日２月19日（土）午前10時～正午
講�西伸之（新潟県子どもの発達と不登
校を考える親と教師の会）

人�小学生の保護者、関心のある人�先着30人

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

◆自治会長・町内会長永年勤続者表彰

◆ 西区公園愛護連絡協議会功労者表彰

 会長表彰（個人の部）
渡邊　昭一（中浜公園 ほか）
小柳　保（中浜公園 ほか）
遠山　勝治（中浜公園 ほか）
岩渕　勝（みずき野中央公園 ほか）
安念　諫（みずき野中央公園 ほか）
長谷川　勉（みずき野中央公園 ほか）
（写真掲載外)

杉浦　茂雄（中浜公園 ほか）
古俣　正志（中浜公園 ほか）
小杉　靖史（みずき野中央公園 ほか）
髙島　圭介（みずき野中央公園 ほか）

 会長表彰（団体の部）
みずき野公園愛護会（みずき野中央公園 
ほか）

 区長表彰（個人の部）
長谷川　勝彦（寺尾台ひまわり公園）

�区長表彰（団体の部）
小針一丁目自治会（小針原町公園 ほか）

◆ 新潟市住みよい郷土推進協議会表彰

 市長感謝状（団体の部）
高齢者ボランティアクラブ みどりの会
 会長表彰（団体の部）
寺尾駅前中央自治会
内野広通町自治会
内野西が丘自治会

 会長表彰（個人の部）
赤川　昌司（東小針自治会）
千葉　宏子（坂井輪中学校区まちづくり
協議会）
永原　豊一（白鳥団地自治会）
佐山　靖榮（白鳥団地自治会）
五伝木　庄二（寺尾新町第一自治会）

申�２月10日（木）までに
新潟市電子申請サービ
ス「かんたん申込み」
（右の二次元コード）ま
たは、電話で同館

節分 豆まきの会
日２月２日（水）午前10時30分～正午
場坂井輪地区公民館　
人未就園児とその保護者�先着10組
持上履き　　￥200円
申�19日（水）から電話で新潟西おやこ
劇場（☎025-268-3110）

新川開削200年連続講座 越後平野
に川（放水路）を拓く 第１回
日１月30日（日）午後１時30分～４時30分
場内野まちづくりセンター
内�大熊孝（新潟大学名誉教授）と藤沢周
（作家）の対談　
人先着100人

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

申�同講座ホームぺージ
（右の二次元コード）ま
たは電話で越後新川ま
ちおこしの会・加藤（☎
090-4701-3910）


