
　米どころ新潟市で最大の農地面積を誇る西蒲区を舞
台に、稲わらから作った巨大なアート作品を展示するイベ
ント「わらアートまつり」を今年も開催します。作品は、東
京の武蔵野美術大学の学生39名が区内に1週間滞在し
ながら、市民と協働で作り上げます。そのほか、特産品販
売やわら細工の体験コーナー、スタンプラリーなど、楽し
い催しが満載です。夏の終わりのひとときに、躍動する稲
わらを体感してください。

　産業観光課 観光交流・商工室（☎0256-72-8454）

　イベント当日は、会場駐車場が大変混雑しますので、ぜひ臨時駐車
場（角田浜海水浴場・西蒲区役所）を利用してください。臨時駐車場か
ら会場までは無料シャトルバスを運行します。
※詳しい運行時間などは、区役所ホームページまたは電話で産業観光課
観光交流・商工室（☎0256-72-8454、当日のみ☎090-4613-8840）へ
お問い合わせください

　西蒲区が生み出した黄金の稲わらが、武蔵野美術大学によって壮
大なアートに生まれ変わります！
　広大な自然と懐かしさ漂う稲わらの香りを会場で楽しんでみません
か。少し奇妙で面白い動物たちが上堰潟公園でお待ちしています。

△最新情報
は西蒲区公
式観光サイ
トをチェッ
ク！

【①骨組み】
　武蔵野美術大学の学
生が描いたデッサンを基
に、区内の職人さんが木
材で精密な骨組みを作
り上げます。骨組みだけ
でもアートになりそうなく
らい迫力があります！

日 時

会 場

8月25日（日）
午前 10時～午後 4時

※作品は10月31日 (木 )まで展示予定

上堰潟公園（松野尾１）

角田浜海水浴場と西蒲区役所から
　　　　　無料のシャトルバスを運行します

5体の動物たちが
　　「もしもの世界」にあなたをいざないます…。

武蔵野美術大学のみなさん

8月上旬～

【②パイプづけ】
　美大生が現地入りして
最初に行う作業です。骨
組みだけでは動物特有
の〝丸み″が出ないので、
パイプを曲げながら取り
付けることで、躍動感の
ある作品を目指します。

8月19日～

【③稲わらづけ】
　いよいよ稲わらを巻き
付ける作業です。質感を
変えるために、稲わらを
三つ編みにしたり、むしろ
やわら縄を使うこともあ
ります。美大生も慣れな
い材料に悪戦苦闘!?

8月21日頃～

【④完成】
　最後に剪定ばさみで毛
並を整えれば完成です。1
本では頼りない稲わらも、
美大生の根気と情熱に
よって、まるで本当に生き
ているかのような迫力満点
の作品へと姿を変えます。

　学生たちと一緒にわらアート作
品を制作するサポーターを募集し
ています。都合の良い時間での参
加で構いません。西蒲区ならでは
の体験ボランティアに参加して、わ
らアートを作り上げる喜びを分かち
合ってみませんか。

【日時】
8月19日(月)～24日(土)午前9時半
～午後5時のうち参加できる日時
【申し込み】
電話で産業観光課
（☎0256-72-8454）へ

8月24日
制作サポーター大募集！

上堰潟公園でのわらアート制作の流れ

わせください

8月24日

制作の過程を、ぜひ会場で
　　　　　　　　ご覧ください!

今年のテーマは
「if（もしも…）」
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昨年の様子

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
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● 西蒲区データ　　人口 56,697人（－14）　世帯数 20,511世帯（＋14）　男 27,466人（－10）　女 29,231人（－4） ※7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

《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）

　伝統的な行事を受け継ぐ西川まつりが、8月
22日(木)～25日(日)の4日間、西川地区の傘鉾
通商店街を中心に開催されます。
　西川地区の伝統文化「越後傘ぼこ行列」や、
民謡流し、小学校パレード・中学校演奏会など
の行事をお楽しみください。
【主な行事】
●22日(木)　ふれ太鼓
●23日(金)　ふれ太鼓、にしかわ福みこし、
民謡流し、福まき
●24日(土)　小学校パレード・中学校演奏会、
ふれ太鼓、みこし渡御（越後傘ぼこ行列）、大筒花火打ち上げ
●25日(日)　ふれ太鼓、みこし渡御（越後傘ぼこ行列）
※各行事の開催時間など詳細は問い合わせてください
　西川まつり実行委員会事務局（☎0256-88-5900、まつり期間中のみ西川ま
つり本部☎080-2387-4963）

■対　象　試　合　9月14日（土）東京ヴェルディ戦　
　　　　　　　　　（試合開始　午後7時キックオフ）
■会　　　　　場　デンカビッグスワンスタジアム（中央区清五郎67-12）
■席種（予定）　　　Ｓスタンド自由席
■申し込み方法
　（1）試合当日のキックオフ3時間前に、この区だより「にしかん」をスタジアムＥゲート前広場
　　　「チケットセンター」にお持ちください。1部につき、2枚までチケットをプレゼントします。　
　　　※西蒲区在住･在勤･在学が確認できるものを持参してください
　（2）PC・スマホからの申し込み：申し込み期限　9月8日（日）
　　 　区だより「にしかん」を持参できない人は、下記の二次元コードもしくはURLから申し
　　 込みサイトへアクセスし、必要事項を入力してください。9月9日（月）に招待券の申し込
　　　み方法をメール配信します。

　10月6日(日)
　午後1時半～4時半
　城山運動公園屋内コート
　区内在住または在勤で、
　身長130㎝以上の人　20人
　（応募多数の場合抽選）
　9月20日(金)までに電話で巻地区スポーツ振興会事務局
　（☎0256-72-8194）へ

　空気を入れて膨らませ
たバブルボールを身に着
けて、バブルサッカーをし
てみませんか。経験がなく
ても皆で楽しめます。

♡1歳6カ月児健診
　9月3日(火)(受付：午後0時45分～1
時半)
　巻地域保健福祉センター　　　
　平成30年2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

♡1歳誕生歯科健診
　9月5日(木)(受付：午後1時～同30分)
　巻地域保健福祉センター
　平成30年9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
その他　ブックスタート事業を同時に
開催

♡3歳児健診
　9月10日(火)(受付：午後0時45分～
1時半)
　巻地域保健福祉センター
　平成28年3月生まれの幼児
持ち物　母子健康手帳、問診票、尿、
フッ化物塗布希望者は1,020円

♡はじめて離乳食（要予約）
　9月17日(火)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・進め方・試食、
体重測定（希望の人）
　生後5～6カ月の乳児の保護者　
先着20人
持ち物　母子健康手帳、バスタオル
（赤ちゃん連れの場合）
　8月21日(水)から市役所コールセン
ター（☎025-243-4894）へ

☎☎☎0256-72-8370256-72-8370256-72-837
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　7月25日、夏の交通安全運動の
一環として巻本町通商店街で西
蒲地区巻交通安全協会と西蒲警
察署による街頭啓発活動が実施
されました。
　街頭啓発では交通安全協会の
協会員が通行する車両を1台ずつ
呼び止め、冷えたコーヒーと交通
安全のパンフレットを配りながら、
「大変暑いですが、熱中症や居眠
りに気を付けて運転してください」
と安全運転の呼びかけを行いまし
た。
　夏は解放感やレジャーで気が緩
み交通事故が発生しやすくなりま
す。交通事故に遭わないよう十分
注意しましよう。

車の運転に気を付けて　夏の交通事故防止運動

バブルサッカーをやってみよう!西蒲区に在住･在勤･在学している人をアルビレックスの試合に無料で招待します！

令和元年度　第4回西蒲区自治協議会
　7月25日、巻地区公民館で、第4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令和2年度　特色ある区づくり事業について
②潟東地域実行計画に係る施設の廃止について

※詳しくは、西蒲区ホームページをご覧ください
■次回開催
　8月29日(木)午後から　　　　巻地区公民館　
　地域総務課（☎0256-72-8161）

※1歳6カ月児健診、1歳誕生歯科健診、3歳児健診の対象者には、個別に案内
を送付しています

　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

相談時間

①午後1時半～2時半
②午後2時半～3時半

9月 相談会場
9日(月)
13日(金)
25日(水)

西川地域コミュニティセンター
中之口地区公民館
巻地域保健福祉センター

東京ヴェルディ戦は西蒲区民デー！東京ヴェルディ戦は西蒲区民デー！
9月14日(土)開催！

株式会社アルビレックス新潟
(☎025-282-0011)

●申し込みはこちら⇒
URL：https://bit.ly/2JFYXSB
（Jリーグアルビレックス新潟
西蒲区民デー観戦申し込みサイト）

巻地区スポーツ振興会事業

※巻地区の各小学校は９月上旬に応募チラシを配布する予定です。

 に  し  か  ん  22 令和元年 8月18日



《広告欄》

●お誕生会
　8月22日(木)午前10時半～11時
　8月生まれのお子さんは8月20日(火)ま
でに電話または直接同センターへ
●赤ちゃん広場「ベビーダンス」
　8月27日(火)午後2時～3時
持ち物　バスタオル、飲み物、抱っこ紐、
体温計、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
●育児講座「足育のススメ」
　8月28日(水)午前10時半～11時半
講師　山田宏大さん（靴のやまごん代表）
その他　個別相談もできます
●フリーマーケット
　9月20日(金)午前9時半～11時半
　子ども服、玩具、育児用品、マタニティー
用品など子育てに関するもの
その他　当日は、午前中の自由遊びス
ペースはありません
■出店者募集
　9月2日(月)～18日(水)までに直接また
は電話で同センターへ

●作って遊ぼう
　絵を描いた紙を組み立てて、風鈴を作ります。
　あす19日(月)・20日(火)随時
●お誕生会
　8月22日(木)午前10時～
●絵本読み聞かせ
　岩室図書館の職員が本の読み聞かせを
行います。
　8月28日(水)午前11時～

●発育測定
　あす19日(月)･20日(火)随時
●お誕生会
　8月22日(木)午前10時45分～11時
　8月生まれのお子さんは直接または電話
で同センターへ
●プール納め
　8月30日(金)午前10時20分～11時

　8月26日(月)までの月・水・金曜日は、小
学生以上は午後からの利用となります。
　各種行事の詳細はホームページで確認
してください。
●0（ゼロ）ちゃんタイム
　今月のぴよぴよフォトは「夏まつり」で
す。「絵本の時間」も開催。夏にぴったりの
絵本の読み聞かせを行います。
　8月28日(水)午前10時半～

(ぴよぴよフォトは午前10時～)
●発育測定
　8月28日(水)午前10時～正午
その他　初めての人には発育カードをプ
レゼント
●親子の絆づくりプログラム「赤ちゃんが
きた!」
　初めて赤ちゃんを育てるお母さんと0歳
児の赤ちゃんが一緒に参加する講座で
す。子育ての楽しみや不安などお母さん
同士で交流しながら親子の絆を深め、自
分なりの子育てを見つけてみませんか。
　8月30日～9月20日(毎週金曜、全4
回)午前10時～正午
　平成31年4月～令和元年6月生まれの
赤ちゃん(第1子)とその母親　先着10組
　1,000円(テキスト代)
　直接または電話で同館へ

　下水道への接続または公設浄化槽を設
置する排水設備にかかる工事費を、金融
機関で借り入れてもらい、その利子を新潟
市が負担する制度があります。
貸出金額　100万円以内
利　　率　無利子(新潟市で負担)
償還方法　60ヶ月以内で元金均等
　西部地域下水道事務所南下水道推進室
（☎025-372-6661）

　総務大臣から委嘱された行政相談委員
が、行政全般についての苦情やその他の
相談・意見を受け付けます。

※開催時間は変更なし（午後1時半～3
時）
　西蒲区役所
　区民生活課区民窓口係
(☎0256-72-8317)

　8月20日(火)午後1時半～4時
　建築国保会館（中央区川岸町3）
　住宅の新築・増築・改築、建築関連工事
全般、業者のあっせん
　新潟地域住宅相談協議会
（☎025-266-6650）

　高齢者やその家族が抱えるいろいろな
心配事・悩みごとの相談を無料で受けて
います。
　一般相談　平日午前9時～午後5時
法律相談（要予約）　あす19日(月)･26日
(月)、9月2日(月)･9日(月)･17日(火)･24
日(火)・30日(月)午後1時半～4時　
　新潟ユニゾンプラザ(中央区上所)
　電話で新潟県高齢者総合相談センター
(☎025-285-4165) へ

　「公共下水道」や「公設浄化槽」に関し

て、疑問に感じていることなどをご相談く
ださい。

　西部地域下水道事務所南下水道推進室
(☎025-372-6661)

　9月21日(土)午前10時～午後3時
　全国B型肝炎訴訟新潟事務所（中央区
西堀前通1）
　集団予防接種でB型肝炎になった人と
その家族を対象にした弁護士による電話
相談・個別相談（個別相談は事前予約が
必要です）
電話相談　☎025-223-1130
※個別相談の事前予約も上記の電話番
号で受け付けます
　全国B型肝炎訴訟新潟事務所
（☎025-223-1130）

　「エシカル消費」という言葉を知っていま
すか。毎日の消費について学びましょう。
自由研究にもおすすめです。
　8月20日(火)午前10時～午前11時45
分(受付：9時半～)
　新潟市消費生活センター(中央区西堀通6)
　講座「あなたも消費者？エシカル消費とは」
「世界を変える買い物ゲームをしてみよう！」
　市内在住の小学4～6年生とその保護
者　10組（応募多数の場合は抽選）
持ち物　筆記用具
　あす19日(月)まで、児童氏名・学年・保
護者氏名・居住区・電話番号を明記のう
え、FAXで新潟市消費者協会　本間
(FAX 025-245-4819 )へ

　9月3日(火)午前9時半～11時半
　巻ふれあい福祉センター
　秋野菜の栽培と管理、ガーデニングの
管理、秋の草花の寄せ植え(実習)
講師　中野繁子さん(新潟県緑花セン
ターアドバイザー)
　500円
　8月27日(火)までに電話で巻地区ボラ
ンティアセンター(☎0256-73-3565)へ

　北前船寄港地として栄えた古町の情緒
ある雰囲気の割烹や居酒屋など、66店舗
のお得な「ぶらり酒セット」をチケット1～2
枚で楽しめます。
　9月9日(月)～9月14日(土)

　古町・西堀・東堀8・9番町界隈
販売情報　古町花街ぶらり酒マップ(チ
ケット4枚付き)　4,000円
前売り　3,800円(9月8日(日)まで)
※いずれも税込価格
※販売店舗については、古町花街ぶらり
酒公式ウェブサイトを確認するか問い合わ
せてください
　古町花街ぶらり酒実行委員会事務局　
伊藤(☎070-5367-0358)

　政治分野における男女共同参画の推進
のため有権者として何ができるでしょう
か。女性が政治に参画すると何が変わる
のでしょうか。政治分野における男女共同
参画の課題と展望について学びます。
　9月10日(火)午後1時半～3時半
　新潟ユニゾンプラザ（中央区上所2）
講師　申きよんさん（政治学博士　お茶
の水女子大学ジェンダー研究所准教授）
　先着50人　
保育　あり　先着10人 
※8月27日(火)までに申し込みが必要
保育協力費　1人200円
　電話で公益財団法人新潟県女性財団
(☎025-285-6610)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
　9月12日(木)午後1時半～3時半
※運動タイムは午後2時～3時
　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）

　9月21日（土）午後3時半～午後5時半
　新潟市民プラザ（中央区西堀通）
　講演「作詞のひみつ、言葉のちから～
Negiccoプロデューサーconnie氏を迎えて～」
講師　岩里祐穂さん(作詞家)
　先着300人
　申し込み方法など詳細は問い合わせて
ください
　新潟大学医学部学士会（☎025-227-2037）

催　し催　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

お知らせお知らせお知らせ
排水設備設置資金融資制度のご案内

B型肝炎特別措置法　
電話相談・個別相談

巻地区みどりの会家庭緑化講習会

からだ測定！運動教室

新潟大学医学部学士会市民公開講座
第34回有壬セミナー

第13弾　古町花街ぶらり酒
チケット付きマップ販売のお知らせ

行政相談(西蒲区役所会場)
日程変更のお知らせ

9月の【西蒲区下水道なんでも相談室】

女性センター講座　
政治分野における男女共同参画
～政治(議会)に女性が参画すると
何が変わる？～

新潟市消費者協会
買い物で世界が変わる!?
「エシカル消費」ってなんだろう？

相　談相　談相　談
住まいの無料相談

高齢者総合相談センター

さくらんぼ
025-375-5690

なかのくち子育て支援センター
問

子育て子育て子育て
ころころ広場 巻子育て支援センター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

岩室子育て支援センター
問

0256-82-2169
岩室地域児童館

問

あそびの山

休日救急当番医 ● 8 月 1 8日～ 9月 1日
【診療時間】日曜日・祝日の午前９時～午後５時外科系

●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

 8月 18日 松村醫院 ･･･････････････巻地区 ☎0256-72-1151
  25日 いわぶち整形外科クリニック･･燕市（吉田地区） ☎0256-92-1354
 9月 1日 新潟白根総合病院 ･･･････南区（白根地区） ☎025-372-2191

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

時　間会　場
中之口出張所

西蒲区役所

9　月
10日(火)

24日(火)
午後2時
～4時半

変更後変更前
9月11日(水)
11月13日(水)

→
→

9月4日(水)
11月6日(水)

今月の納税等

納税は便利な口座振替で！

市・県民税 ･･････････････第2期
国民健康保険料 ･････････第2期

※期限内の納付をお願いします
●納期限　9月2日（月）

令和元年 8月18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




