
65歳以上の市民の方は「シルバーチケット」の登録で、区内バス運賃が半額になります。地域総務課にて受け付け中です。

　会場一帯がたなばたムードに包まれる「中之口まつり」が中之口体育館周辺で開催されます。恒例の子どもみこしやアルパ
カミニ牧場、虹色しゃぼん玉遊び、お笑いコンビの「ハライチ」などが出演する「バラエティーショー」など催し物も満載です。
●花火大会
　7月6日(土)午後8時半～
●バラエティーショー　
　7月7日(日)午後7時～8時半
出演者　ハライチ(お笑いコンビ)、朝比奈ゆう(演歌歌手)、
渡辺百枝(篠笛奏者)
協賛金　500円以上(18歳以下は無料)

　平成30年からの米政策の転換、温暖化による栽培条件の変化、消費ニーズの移り変
わりなど、農業を取り巻く環境は様々に変化しています。これからの農業の担い手に「儲
かる農業経営」を残すためには、このような環境の変化に的確に対応できる、主体性あ
る産地を作っていくことが重要です。
　西蒲区では、特色ある区づくり予算を活用した新たな農産
物の産地づくりに取り組み、行政と生産者が一体となって地
域農業の活性化を進めていきます。

　平成30年度に西蒲区内の農業協同組合や新潟地域振興局が中心となって開催され
た話し合いにより、本事業では他の自治体や市内の他区ではなかなか口にすることがで
きない「珍しい野菜・小さい野菜」の産地化が最重要、最優先の課題となりました。今年
度は西蒲区の新たな特産物の生産を目指し、区内の各所で産地化のための農産物栽
培を行っています。西蒲区をカラフルでかわいらしい野菜でいっぱいにし、区の新しい
セールスポイントとなるよう取り組んでいきます。

　今年度の新たな産地づくりプロジェクトにおける産地化実証
実験では、「珍しい野菜・小さい野菜」の栽培を実施します。令
和元年6月現在西蒲区内各所の生産者が鋭意栽培中です。今
年度生産に成功した野菜は、連携する農産物直売所で年間を
通して販売します。
　産地化に成功した農産物販売の詳細については、10月頃に
区役所だより「にしかん」に掲載予定です。

　「新たな産地プロジェクト」の
進捗状況については西蒲区役所
ホームページで随時お知らせい
たします。連携先直売所の越王
の里農産物直売所facebookも
ぜひ確認してください。

●農産物などによる新たな産地づくりに挑戦しよう！
●生産者、ＪＡ、行政機関が一体となって
　産地化の方向性を検討

《プロジェクトのテーマ》

昨年度実施済

《具体的な取り組み》

　開催中～7月7日（日）
　岩室温泉街ほか

　6月22日(土)・23日(日)午後5時～9時
　新潟市巻ほたるの里公園（西蒲区福井）
　けんさ焼き、豚汁などが楽しめる
ほたる茶屋の出店ほか

◆蛍と鯛の出会う夜
　福井ほたる祭りの夜は、鯛車と遊びましょう！蛍と鯛車、二つのきらめきを存分
にお楽しみください。また、角田山自然館内で鯛車などの工作遊びもできます！
　6月22日（土）①午後4時～7時、②午後7時30分～8時
　角田山自然館
　①鯛車工作、②ほたる観賞会　
　西蒲区産業観光課観光交流・商工室（☎0256-72-8454）

★祭りのお知らせ★★祭りのお知らせ★
福井ほたる祭り

中之口まつり

岩室温泉冬妻ほたる祭り
ひよつま

主なイベント日程（雨天中止の場合あり）
※期間中の土日はいわむろやから、
　岩室公会堂までシャトルバスを運行します

日　時 内　容 会　場

6月22日（土）
午後6時30分～8時

きょう16日（日）～30日（日）
午後7時30分～9時30分

期間中の土曜日
午後7時半～9時 ほたる縁日 岩室公会堂

蛍と野外コンサート

いわむろ灯りプロジェクト

丸小山公園
（雨天：いわむろや）

岩室温泉街

岩室温泉観光協会（☎0256-82-5715）

西蒲区特色ある区づくり事業
新たな産地づくりプロジェクト
新たな産地づくりプロジェクト新たな産地づくりプロジェクト
今回は、令和元年度に西蒲区で取り組む「西蒲区特色ある区づくり事業　新たな産地づくりプロジェクト」を紹介します。

産業観光課・農業振興グループ
（☎0256-72-8407）

～産地化実証実験で栽培されている農産物～

ステップ１　産地の話し合い

越王の里農産
物直売所（JA
越後中央）
facebook   ⇒

 

●生産者の所得アップにつながるのか試してみよう！
●ＪＡ直売所と連携し、産地化の実証実験を開始

今年度実施ステップ２　産地化の実証実験

●産地化実証実験が上手くいった！
●生産規模を拡大しつつ、本格的な販売、ＰＲ活動を
　開始

来年度実施ステップ３　産地化の実践

済

■フリーマーケット参加者募集　
区画面積　1.8㎡　　参加料　各日1,000円　
※7月1日(月)午後1時から区画抽選を行います
　6月28日(金)までに中之口まつり協賛会事務局
(中之口出張所内)
(☎025-375-2712、FAX025-375-5451)へ

豊かな自然
豊かなこころ
西蒲区

豊かな自然環境や観光資源に恵まれた、人と人が温かくふれあうまち
【編集・発行】新潟市西蒲区役所　地域総務課
〒953-8666
新潟市西蒲区巻甲2690番地1
電話 0256-73-1000（代表）
FAX  0256-72-6022

第293号
令和元年（2019年）

毎月第1・3日曜日発行 ≪ 西蒲区ホームページ ≫
6月16日

http://www.city.niigata.lg.jp/nishikan/

● 西蒲区データ　　人口 56,749人（－68）　世帯数 20,479世帯（＋16）　男 27,481人（－38）　女 29,268人（－30） ※5月末現在の住民基本台帳。
　カッコは前月末比



＝日時　日 ＝参加費（記載のないものは無料）￥ ＝申し込み（記載のないものは申し込み不要。当日直接会場へ）　申＝会場　場 ＝内容　内 ＝対象・定員　人 問＝問い合わせ

　西蒲区松野尾2852 番地3
　松野尾地域コミュニティ協議会
(☎0256-78-8893)

《広告欄》西蒲区役所ホームページに掲載するバナー広告を募集中！　　地域総務課（☎0256-72-8179）

♡1歳誕生歯科健診
　7月4日(木)午後1時～同30分
　巻地域保健福祉センター
　平成30年6月11日～7月20日生まれ
の幼児
持ち物　母子健康手帳、問診票、フッ化
物塗布希望者は1,020円
その他　ブックスタート事業を同時に開
催

♡1歳6カ月児健診
　7月9日(火)午後0時45分～1時半
　巻地域保健福祉センター
　平成29年12月生まれの幼児
持ち物　母子健康手帳、問診票、フッ化
物塗布希望者は1,020円

♡股関節検診　母体保護相談
　7月17日(水)午後1時半～2時半

　巻地域保健福祉センター
　平成31年3月、4月生まれの乳児
持ち物　母子健康手帳、問診票、超音
波(エコー)検査料2,800円

♡はじめて離乳食
　7月24日(水)午後1時半～2時半
(受付：午後1時15分～)
　巻地域保健福祉センター

　離乳食のはじめ方と進め方、試食、体
重測定(希望の人)
　先着20人
持ち物　母子保健手帳、バスタオル(赤
ちゃん連れの場合)

※1歳誕生歯科健診、1歳6カ月児健
診、股関節検診の対象者には、個別に
案内を送付しています

☎☎☎0256-72-83720256-72-83720256-72-8372健康福祉課健康増進係健康福祉課健康増進係母子保健だより母子保健だより母子保健だより 問

進め方、試食、体

地域総務課地域・安心安全グループ（☎0256-72-8156）

　糖尿病をはじめ、高血圧や脂質異常症などの生活習慣病は、知らない間に血管
を傷つけ、脳卒中や心臓病など大きな病気の原因になります。生活習慣病の知
識を深め、病気知らずの健康なカラダづくりを目指しましょう！
　①7月11日（木）、②7月19日（金）いずれも午後1時半～3時半（全2回）
　巻地域保健福祉センター　　　先着40人

※参加者は、各回の午後1時～同30分に無料で体組成測定・血管年齢測定など
　ができます
持ち物　動きやすい服装、内履き、タオル、飲み物、筆記用具、前回受けた健診
の結果（持っている場合）
　7月10日（水）までに電話で健康福祉課健康増進係（☎0256-72-8380）へ

内　容 講　師

①

②

・血管を若 し々く保つ食事
・運動について、簡単ストレッチ

・健康福祉課 管理栄養士
・高島善史さん（健康運動指導士）

・歯の健康について
・グループワーク、個別相談

・平澤貴典さん（歯科医師）
・健康福祉課 管理栄養士

学ぼう「血管いきいき教室」

　保健師・栄養士が個別で健康相談に応じます。体脂肪測定、血圧測定、生
活習慣病予防のためのアドバイス
　各相談日の前日までに、電話で巻地域保健福祉センター（☎0256-72-7100）へ

あなたのまちの保健室  健康相談会（要予約）

相談時間

①午後1時半～2時半
②午後2時半～3時半

7月 相談会場
16日(火)
19日(金)
22日(月)

巻地域保健福祉センター
中之口地区公民館
西川地域コミュニティセンター

令和元年度　第2回西蒲区自治協議会
　5月30日、巻地区公民館で、第2回西蒲区自治協議会が開催されました。主
な内容は次のとおりです。
①西蒲区地域公共交通検討会議について
②他の新潟市附属機関への委員の推薦について
※詳しくは、西蒲区ホームページをご覧ください
■次回開催
　6月27日（木）午後から　　巻地区公民館　　地域総務課（☎0256-72-8161）

プ（地域総務課地域・安心安全グループ（☎☎0256-72-8156）0256-

地域の触れ合いの場コミュニティセンターへ!!地域の触れ合いの場コミュニティセンターへ!!
休 館 日　毎週月曜、祝日、12月29日から翌年1月3日まで
開館時間　午前9時～午後9時
利用方法　午前・午後・夜間の4 時間1コマからの利用となります。
貸部屋を利用する前に各施設の受付で利用申請書の提出が必要です。
詳しくは各施設に直接または電話で問い合わせてください。
利用料金　1コマ（4時間）1部屋500円～1,800円です。部屋の大きさな
どで料金が異なります。詳しい情報はホームページをご覧ください。
（http://www.city.niigata.lg.jp/nishikan/shisetsu/community/）

　区内に4つあるコミュニティセンターは、誰でも利用することができ、皆さん
の趣味や教養活動など、気軽に市民が立ち寄る憩いの場として、多くの皆さん
に利用されています。飲食の持ち込みもできますので、地域でのお茶会や同窓
会などの利用もおすすめです。また、「平日は学校や仕事があって利用しにく
い…」という人もご安心ください。夜間、土曜・日曜(祝日除く)も開館していま
すので気軽に利用できます。ここでは、各コミュニティセンターの施設情報や
ＰＲポイントを紹介します（順不同）。

休館日と利用方法≪各館共通≫

多目的ホール1
施設使用料金

1,000円
多目的ホール2 1,000円
会議室1 500円
会議室2 600円
和室 700円

各コミュニティセンターは、地元の地域コミュニティ協議会(コミ協)が管理運営しています。

松野尾地域コミュニティセンター ～木の温もりあふれる造り～
2部屋ある多目的ホールはつなげて
1部屋にすることもできるので、大き
な会議の開催や卓球・ダンスなどの
運動にご活用ください。

施設概要

　西蒲区旗屋701 番地2
　西川地域コミュニティ協議会
(☎0256-88-5900)

会議室
施設使用料金

500円
和室1 700円
和室2 700円

西川地域コミュニティセンター ～体力づくりや、会合にも!～
2部屋ある和室は、同時利用するこ
とで、36畳と広く利用でき、ヨガや健
康体操にぴったりです。会議室もあ
るので会合などにも利用できます。

施設概要

　西蒲区中之口626番地(中之口出張所)
　中之口地区コミュニティ協議会
(☎025-201-9399)

ホール
施設使用料金

1,100円
多目的室 1,100円
会議室1 600円
会議室2 500円
会議室3 500円

中之口地区コミュニティセンター ～コンサートや楽器練習にもってこい!～
防音・音響効果に優れているため、
コンサートはもちろん、合唱や楽器演
奏の練習にもご利用いただけます。

施設概要

　西蒲区角田浜1815 番地1
　角田地区コミュニティ協議会
(☎0256-78-8822)

施設使用料金
多目的ホール 1,500円
調理室 1,800円
会議室 900円
和室 1,000円

角田地区コミュニティセンター ～緑に囲まれ自然いっぱい～
西蒲区のコミュニティセンターで唯
一調理室が設置されています。食材
を持ち込んで皆さんでお料理教室
を開くことも可能です。

施設概要

 に  し  か  ん  22 令和元年 6月16日



《広告欄》

■幼児期家庭教育学級
　7月2日～23日(毎週火曜、全4回)
午前10時～正午
　西川学習館
　木工おもちゃ作り、子育てのヒントと成
長・発達についての講話ほか
　1歳～就学前の子どもの保護者　抽選
15人
　300円
保育　1歳からの未就園児(要申込)
　あす17日(月)～6月21日(金)までに電
話で同館へ

●赤ちゃん広場「ママのための
リラックスヨガ」
　6月19日(水)午後2時～3時
講師　渡辺佳子さん(ヨガインストラクター)
持ち物　バスタオル、飲み物、母子健康手帳
その他　発育測定も開催。手形・足形が取
れるかわいい発育ノートも用意。
●リトミック遊び
　6月25日(火)午前10時45分～11時15分
●作って遊ぼう「七夕飾り」
　6月26日(水)・27日(木)①午前10時半～
11時半、②午後2時半～3時半
※6月27日(木)は①のみ
●おはなしぱぴぃ「絵本読み聞かせ」
　7月4日（木）午前10時45分
●七夕会
　7月5日（金）午前11時～同20分

●お誕生会
　6月20日(木)午前10時半～
●絵本読み聞かせ
　岩室図書館の職員が楽しい絵本の読み
聞かせを行います。
　6月26日(水)午前11時～
●親子講座「お口の健康について」
　6月27日(木)午前10時～
講師　幡本範子さん(歯科衛生士)
　1歳までの乳幼児と保護者
持ち物　いつも使っている歯ブラシ
●赤ちゃん広場「夏の過ごし方」
　7月4日(木)午前10時～
講師　巻地域保健福祉センター　保健師

●お誕生会
　6月20日(木)午前10時45分～11時
　6月生まれのお子さんは電話で同セン
ターへ
●七夕飾り制作
　親子で楽しめる七夕飾りを作ります。
　6月24日(月)～6月28日(金)　①午前
10時～11時、②午後2時～3時

　各種行事の詳細は、ホームページで確認
してください。

●スマホ撮影テクニック講座
　プロカメラマンから、スマートフォンで子
どもをかわいく撮影するコツを学びます。
　6月18日(火)午前10時半～
●ボードゲームで遊ぼう
　約30種類以上のボードゲームを年齢や
経験に応じて遊べます。
　6月22日(土) 午後2時～
●0（ゼロ）ちゃんタイム
　今月のぴよぴよフォトは「雨の日におさ
んぽへ出かけよう♪」です。「片栗粉で遊
ぼう」「発育測定」も開催。
　6月27日(木)午前10時半～
持ち物　汚れてもいい服装
●ぴよぴよひろば
　みんなで七夕を楽しみます。
　7月3日(水)午前10時半～
●七夕会
　七夕にまつわるクイズなど楽しい企画
が盛りだくさんです。
　7月7日(日)午後2時～

　①6月23日(日)午前10時～11時45
分、午後1時～4時、②7月4日(木)午後2
時～4時
　①ウオロク巻店、②JA越後中央本店
持ち物　献血手帳・カード、初めて献血す
る人は運転免許証などの身分証明書
　健康福祉課健康増進係
（☎0256-72-8380)

　大学生が個別に勉強の仕方を教える「子
ども学習会」を開催します。高校進学のため
の相談もできます。
　7月中旬頃～　①毎週土曜午後2時～5
時、②毎週日曜午前9時～正午
※決定時期により順次参加
　西区坂井輪地区（決定時にお知らせ）
　市・県民税の所得割が課税されていない
世帯の小学校5・6年生と中学生　若干名
（応募多数の場合、世帯の状況を考慮して
決定）
　6月28日(金)必着で、申込書に必要書類
を添えて健康福祉課保護係へ
※申込書の配布場所：西蒲区健康福祉課
保護係、西川出張所、潟東出張所、中之口
出張所、岩室出張所
　健康福祉課保護係（☎0256-72-8395)

　プール開館期間中の監視員を募集しま
す。初めての人でも大丈夫です。
業務内容　プールの監視、清掃
勤務期間　7月2日(火)～8月31日(土)
※採用後、事前研修有り
勤務時間　①午前8時半～午後0時半、　
②午後1時～5時、③午後5時半～9時半
※上記の時間で応相談(フルタイム可)
※7月中旬頃まで平日は午後5時半～9時
半のみ
賃金　時給870円(交通費含む）
　18歳以上の人(高校生を除く)10人程度
　電話で中之口体育館
(☎025-375-5007)へ

　「公共下水道」や「公設浄化槽」に関し
て、気軽にご相談ください。

　西部地域下水道事務所南下水道推進室
(☎025-372-6661)

　走ってはいけないウォーキングサッカー
体験会を開催します。
　6月23日(日)午後2時～4時
　潟東体育館
　500円(保険料含む)
持ち物　内履き、運動のできる服装
　電話またはFAXで西蒲区サッカー連盟
（☎0256-78-8923)へ

　これまで何か始めてみたいと思っていた
方、ご自身に興味のあることをきっかけに
　①6月26日(水)午前10時～午後1時、②
9月27日(金)午後1時～3時半、③10月24
日(木)午後1時～3時半、④11月15日(金) 
午前10時～午後3時
　①・④角田コミュニティセンター
②・③松野尾地内ビニールハウス
　①そば打ち講座　②包丁研ぎ講座　③
日曜大工講座　④午前の部　男性料理講
座・午後の部　身体をケアするヨガ
　各回先着15人
　500円　※②、③のみ無料
　同協議会（☎0256-73-3356、FAX 
0256-73-3356)へ

　①7月5日(金)午前8時半～11時半、②7
月7日(日)午前8時～11時半
　巻西中学校　　　500円
持ち物　剪定はさみ、軍手
　実施1週間前までに電話で巻地区ボラン
ティアセンター(☎0256-73-3565)へ

　リハビリの専門家による、筋トレやスト
レッチなどの体操教室です。
　7月5日(金)午後2時～3時半
　白寿荘西
　50歳以上の人

　300円(保険料含む)
持ち物　運動靴、タオル、飲み物
　7月4日(木)までに電話で白寿荘地域支
援課(☎0256-72-1077）へ

　南米アンデス地方の民族楽器の演奏会
を開催します。南米の珍しい楽器の紹介も
あります。
　7月6日(土)午後5時半～6時45分
　巻図書館
出演者　いわむろマンタ
　同館(☎0256-73-5066)

　7月7日(日)午後2時半～4時半
　巻文化会館
　女声合唱、ギター・リコーダー・ピアノ・オ
カリナの演奏
　電話で同会　田辺(☎0256-73-2554)へ

　体組成測定、血管年齢測定などを行い
ます。理学療法士による運動の時間もあり
ます。※からだ測定、運動タイム、どちらか
のみの参加も可能です
　7月10日(水)午前9時半～11時半
　巻地域保健福祉センター
講師　まき福祉会 矢貴秀雄さん(理学療法士)
持ち物　運動靴、飲み物　
※運動タイム参加者のみ
　健康福祉課健康増進係
（☎0256-72-8380）

　良寛の心を学ぶために、座禅をしてみま
せんか。気軽にご参加ください。
　7月11日(木)午前10時～11時半
　種月寺(石瀬地内)
講師　寒河江真爾さん（種月寺住職）
　500円
　7月5日(金)までに電話で同会　江端
(☎0256-72-3364)へ

　7月17日(水)午前8時～
　新潟ゴルフ倶楽部（西蒲区峰岡）
　午前中の9ホールハーフコンペほか
　西蒲区在住または在勤の人　先着120人
参加費　2,500円（食事代含む）
プレー代　メンバー8,152円、平日会員8,690
円、ビジター9,230円（セルフ乗車プレー）
持ち物　未使用のタオル(西蒲区内の介護
施設へ寄付)
　7月8日(月)までに電話で新潟ゴルフ倶
楽部（☎0256-72-2562）へ

催　し催　し

お知らせ版
＝日時　 ＝会場　 ＝内容　 ＝対象・定員　
＝参加費（記載のないものは無料）
＝申し込み（記載のないものは申し込み不要。当日直接会場へ）　

日
￥
申

問
場 内 人

＝問い合わせ

第2回ウォーキングサッカー体験

巻良寛会　参禅会

巻図書館
本の森コンサート「アンデスの風」

西蒲区親善ゴルフ大会

西蒲区社会福祉協議会
男性シニア応援講座

巻音楽同好会　ファミリーコンサート

からだ測定！運動教室！

巻地区みどりの会　初心者技術講習会

まき福祉会
健康づくり教室「すまいる白寿」

お知らせお知らせ
献血(全血)のお知らせ

募　集募　集
子ども学習会　参加者募集

中之口Ｂ＆Ｇ海洋センタープール
監視員募集

相　談相　談
7月の【西蒲区下水道なんでも相談室】

さくらんぼ
025-375-5690問

子育て子育て
ころころ広場 巻子育て支援センター
0256-72-6240（どんぐりの舎）問

ぽかぽかコアラ
0256-82-2900問

0256-82-2169問

あそびの山

休日救急当番医 ● 6 月 1 6日～ 7月 7日
【診療時間】日曜日・祝日の午前９時～午後５時

※6月16日は整形外科の診療を新潟市急患診療センター（☎025-246-1199）
　で行います　【診療受付時間】午前9時～午後9時半

外科系

●西蒲原地区休日夜間急患センター（巻地区 ☎0256-72-5499）

【診療時間】内科・小児科：日曜日・祝日の午前9時～午後5時と
毎日（夜間）午後7時～１０時

歯　　　 科：日曜日・祝日の午前9時～午後5時

内　科
小児科
歯　科

 6月   23日 高橋整形外科クリニック･･･西川地区 ☎0256-70-4020
  30日 県立吉田病院 ･･･････････燕市（吉田地区） ☎0256-92-5111
7月     7日 青山医院 ･･･････････････燕市（燕地区） ☎0256-63-9151

受付時間は原則、診療終了時間の30分前までとなります。

※新潟市急患診療センター（中央区紫竹山：☎025-246-1199）では、午後１０時
以降も内科・小児科の診療を行っています

公民館公民館
西川地区公民館 ☎0256-88-2334

会　場 時　間
西蒲区役所

岩室出張所

7　月
9日(火)

23日(火)

午後2時
～4時半

お詫びと訂正　本紙6月2日号の3面に掲載した岩室地区公民館　松郷屋焼「岩室の
窯展」の記事中、休館日に誤りがありました。お詫びして訂正します。
【誤】休館日　7月1日(日)　→　【正】休館日　7月1日(月)

令和元年 6月16日  に  し  か  ん  33

問い合わせ・申し込みの際は、電話番号のかけ間違いがないようご注意ください。　はにいがた未来ポイント


