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　新年明けましておめで
とうございます。本年も
よろしくお願いいたしま
す。
　うっすらと雪化粧した
角田山。寒風をものとも
せず凛とした姿に触れ、
勇気と希望を心に抱き
新年を迎えました。
　これまでの約2年間、

区民の皆さまのご協力をいただきながら、新型コロ
ナウイルス感染防止と社会経済活動の再興に忍耐
強く取り組んでこれたことに感謝申し上げますとと
もに、今年こそは収束に向けて明るい光が見えてく
るものと信じています。
　昨年を振り返りますと、一年遅れで開催された、
東京オリンピック・パラリンピック大会が一番印象に
残っています。各種競技で活躍するアスリートの姿

からたくさんの元気をもらいながら、多様性の大切
さを学ぶ機会ともなり、新しい時代の幕明けを強く
感じました。次代を担う子どもたちの心にも夢と希
望が大きく膨らんだのではないでしょうか。
　こうした中、小・中学校のキャリア教育授業で区役
所の仕事や区の魅力、仕事のやりがいなどのお話し
をする機会をいただくようになりました。真剣に、そ
して、きらきらした瞳で話を聞く様子や積極的に手
を挙げて質問をする姿勢に触れ、子どもたちが希望
を持って未来を歩き続けられるよう、これからのまち
づくりの土台を築いていきたいと心を新たにしてい
ます。
　また、新潟市の次期総合計画の策定にあたって
は、区自治協議会の皆さまから区ビジョン策定に向
けご尽力をいただいています。12月23日に開催さ
れたワークショップでは、活発な意見が交わされ、委
員の皆さまお一人お一人のまちづくりにかける熱い
思いをひしひしと肌で感じました。

　これからも、引き続き未来に向けたまちづくりに
取り組み、選ばれる西蒲区を目指し、区民の皆さま
とともに力を合わせ、希望あふれるまちづくりを進
めていきます。
　新型コロナウイルス感染症の一日も早い収束を
願いながら、今年一年が区民の皆さまにとって希望
があふれる年になりますようお祈り申しあげます。
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鈴木区長

巻北小学校でのキャリア教育授業の様子

希望あふれる一年に 西蒲区長　鈴木　浩行

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 55,116人（－41）　世帯数 20,778世帯（＋10）　男 26,720人（－22）　女 28,396人（－19） ※11月末現在の住民基本台帳。
　カッコは前月末比
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　2022年最初の区役所だよりの発行にあたり、日ごろ
地域活動で中心となっている「西蒲区自治協議会」と「地
域コミュニティ協議会」の会長から、今年の抱負を語って
いただきました。
　会長たちが抱く、「今年の取り組み」や「地域への思い」
をどうぞご覧ください。
　　　　　　　　　　　　　　　　※敬称略・順不同

　皆さまには健やかに新年をお迎えのこととお慶び
申し上げます。昨年11月に若林会長が逝去され急
きょ会長代行として務めさせていただくこととなりま
した。
　コロナ禍で活動ができない中、ワクチン接種も3 
回目が予定されています。収束に向けて明るい兆し
があり「まき夏まつり」など、皆さまのご指導を賜りな
がら年間行事が実施できるよう準備していきたいと
思います。
　本年が皆さまにとって良い年でありますことを祈
念申し上げます。

　新年明けましておめでとうございます。昨年は、
記録的な豪雪に始まり、コロナワクチン接種など
がありました。また、コロナ禍の中、一年遅れでは
ありますが東京オリンピック・パラリンピック競技
大会が開催され、多くの感動とコロナに立ち向か
う勇気などももらったところです。地域活動やイベ
ントの中止・延期による自粛生活が続く中ではあ
りましたが、自治協議会としての活動も委員の皆
さんと協力しながら、精いっぱい「協働の要」として

の役割を果たすため積極的に
取り組んできたところです。
　自治協議会として新型コロ
ナウイルス感染症の一日も早
い終息を願いながら、本年も
区全体の一体感を醸成し、活
性化につなげられるよう地域
コミュニティ協議会をはじめ
各所と連携し、人と人とのつながり、地域のつなが
りを大切に積極的に事業展開できるよう進めてま
いります。区民の皆さま方のご支援ご協力をお願
い申し上げますとともに、今年一年が皆さまにとっ
て明るい話題が多い年になりますようお祈り申し
上げ新年のあいさつといたします。

西蒲区自治協議会

会長　長井　正雄

巻地区まちづくり協議会

副会長　畔柳　光男

会長に今年の抱負などをお聞きしました

西蒲区自治協議会
コミュニティ協議会

新年の抱負～地域への思い～

　明けましておめでとうございます。地区の皆さま
には、健やかに新年をお迎えのことと思います。
　昨年は新型コロナウイルス感染症により、1年間
通常の事業などの活動もできずにいました。いまだ
収束に至っていませんが、最近の感染者の激減で、
今年は計画していた事業・行事なども工夫と感染対
策をしっかりとした上でできるのではないかと思って
います。
　地区の皆さまとの協働で安心に暮らし続けられる
峰岡地区づくりを目標に、これからもご支援とご協
力をよろしくお願い申し上げます。

峰岡地区コミュニティ協議会

会長　上原　一茂

　明けましておめでとうございます。昨年とおととし
に世界を襲ったパンデミックは、ようやく沈静化の方
向が見えてきたようで、今年は少しずつ活動を広げ
ていけるのではないかと期待しているところです。
近年、地域のつながりが希薄になっているのではな
いかと危惧しておりますが、当漆山地区では、昨年
より社会福祉部が中心となって「動くお茶の間」がス
タートいたしました。少子高齢化が進む中、互いに支
えあい安心して暮らせる地域づくりを目指し、自治
会をはじめ各組織・部会とも連携協力しながら努め
てまいりますので、よろしくお願いいたします。

漆山地域コミュニティ協議会

会長　黒川　千尋

　新年明けましておめでとうございます。令和3年
度も新型コロナウイルスの変異があり、地域の生活
様式も変化してきました。何よりも地域住民にコロ
ナ対策の意識が浸透されてきており、コミ協として
もコロナ対策を講じながら、総会や各種事業を進め
ることができました。「明るいまちづくり」、「健康で安
心安全なまちづくり」を目指し、新しい年も自治会や
地域住民との協働によるまちづくりを、知恵と創意
工夫により進めていきたいと考えております。

岩室地域コミュニティ協議会

会長　沖野　一

　明けましておめでとうございます。今年こそ、コロ
ナを早く終息させ、正常な活動ができることを待って
います。今年も下記に留意して、地域の活性化に向
けた事業に取り組んで参ります。
①健康寿命延伸に役立つ活動の充実
②高齢者と子どもへの声かけと見守り
③地区民同志のつながりを深める活動の推進
　以上を目標に掲げて努力して参りますので、皆さ
ま方のご支援・ご協力をお願い申し上げます。

中之口地区コミュニティ協議会

会長　渡邉　正明

　明けましておめでとうございます。
　地域の人たちが互いに助け合い支え合う地域、
自分たちの地域は自分たちでつくり住民が主役で
主体の地域、そして地域と市役所・区役所が一緒に
なり安全で安心して暮らせる地域。そんな潟東地域
を愛し、人を愛し、人の心を愛する、大きな心をもった
人が暮らす潟東地域を目指します。みんなが心ひと
つになり、子どもから高齢者まで、健やかで幸せに暮
らせる地域「健幸で心ゆたかなまちへ」こんな潟東地
域を目指します。

潟東地域コミュニティ協議会

会長　佐藤　正昭

　明けましておめでとうございます。昨年はコロナ
禍で重要な事業がほとんど実施できない年でした。
　10月10日ごろから感染者も減り、10月15日に
警報が解除されました。新年以降、事業の復活も想
定できるようになりました。松野尾地域としては、JA 
女性部を中心に千羽鶴を地域5神社に奉納し、第6 
波以降が来ないことを祈念しました。次年度こそ、い
つも通りの明るい地域内交流が再現できることを願
うばかりです。

松野尾地域コミュニティ協議会

会長　渡邉　泰雄

　新年明けましておめでとうございます。各種行事
がことごとく中止となる中、工夫を凝らして実施でき
た事業もありました。地域の活性化を図る上で、欠
かせない事業や取り組みがなんとか実施できまし
た。今後も、ウィズコロナを踏まえた事業の展開を推
進していくつもりです。
　行政との協働を念頭に、健康づくりや地域のイベ
ントなど、コミ協各種事業はもちろんのこと、地域行
事の実行委員会の一員として取り組んでいく所存
です。皆さまのご支援、ご協力をお願い申し上げま
す。

西川地域コミュニティ協議会

会長　田中　一男

　新年明けましておめでとうございます。昨年5月
に会長に就任して以来、新型コロナウイルス感染症
対策からウィズコロナへとシフトして、周囲の皆さま
のご協力をいただき可能な限り活動してきました。
本年度は、新型コロナウイルス感染症の収束を願い
ながらも油断することなく「行政との協働による地
域課題の解決」と「自主的、主体的な地域活動」で以
前のにぎわいを取り戻して、角田地区の元気を発信
していきたいと思います。皆さま方のさらなるご指
導、ご 撻をお願い申し上げます。

角田地区コミュニティ協議会

会長　山下　利諭己
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　新型コロナウイルス感染予防のため、
予約制で実施します。
　1月27日(木)①午後2時～3時、②午後
2時半～3時半
　巻地域保健福祉センター
　①理学療法士による健康ミニ講話・体
操・各種測定（希望者）、②血圧・血管
年齢測定・体組成測定
　①②各先着20人（体組成測定は内10
人）
持ち物　内履き、飲み物
その他 自宅で体温を測定し、記録して
持参してください
　1月25日(火)までに電話で健康福祉課
健康増進係（☎0256-72-8380）へ

　いきいきとした血管を保つために、専
門家の講義や実技で正しい知識を学びま
しょう。
　①1月31日(月)、②2月7日(月)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
　①「血管をいきいきとさせるポイント」

　きょう3日(月)は休館です。あす4日
(火)から通常通り開館します。

●新春お楽しみ会
　1月12日(水)午前10時半～11時
　5日(水)から直接または電話で同セン
ターへ
●ゆたぴー先生と遊ぼう「バルーン」
　1月14日(金)午前10時半～11時
　7日(金)から直接または電話で同セン
ターへ
●親子エクササイズ
　1月18日(火)午前10時半～11時
　11日(火)から直接または電話で同セン
ターへ
●お誕生会
　1月20日(木)午前10時半～11時
　1月生まれのお子さんは18日(火)まで
に、直接同センターへ
●育児講座「幼児食」
　1月21日(金)午前10時半～11時
　14日(金)から直接または電話で同セン
ターへ

●発育測定
　1月5日(水)･6日(木)随時
●育児講座「完了期～幼児食について」
　1月13日(木)午前10時～11時
講師　健康福祉課 栄養士
　直接または電話で同センターへ
（人数制限あり）

●発育測定
　1月17日(月)～21日(金)随時
●幼児食講座
1月18日(火)午前10時20分～11時20分
講師　健康福祉課 栄養士
　直接または電話で同センターへ

　新型コロナウイルス感染症の拡大防止

のため、当面の間、通常と異なる利用方
法とします。詳細はホームページで確認
してください。ご理解とご協力をお願い
します。

　令和4年出初式は1月10日(祝)に行い
ますが、巻本町通りの分列行進について
は中止します。一斉放水および式典は消
防団関係者のみで行います。
　西蒲消防署地域防災課
（☎0256-72-3309）

　1月13日(木)①午前9時半～11時45
分、②午後2時～4時
　①西蒲区役所、②JA越後中央本店
持ち物 献血手帳・カード、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）

　1月27日(木)午後1時半～2時半（受
付：午後1時～）
　巻地区公民館
　西蒲区担当の教育委員と西蒲区自治協
議会委員による「コミュニティ・スクー
ル」に関する意見交換
　5人(申込多数の場合は抽選)
　西蒲区教育支援センター
（☎0256-72-8560）

　1月23日(日)午前9時半～
（受付：午前9時～）
　巻やすらぎ会館　別館
　西蒲区に在住または在勤の人
※小学生以上
　会員1,000円、一般1,500円、小・中
学生800円 ※昼食代含む
対戦方法　棋力別に分けて総当たり戦
1月15日(土)までに電話で同会 伝川
（☎0256-72-5927）へ

「身体を整える運動・ストレッチ」、②
「おくちから目指す健康寿命延伸」「し
なやかな血管を保つ食生活」
　先着20人
持ち物 内履き、動きやすい服装、タオ
ル、飲み物、筆記用具、前回受けた健診
の結果（持っている場合のみ）
　1月26日(水)までに電話で健康福祉課
健康増進係（☎0256-72-8380）へ

　潟東地域コミュニティセンター内の
コースを規定時間内に何周できるか競い
ます。
　2月6日(日)午前9時～正午頃
　潟東地域コミュニティセンター
　小学3年生以上の人（1チーム4人以上
7人以下） 先着15チーム
　1チーム2,000円（保険料）
その他　6位までのチームに表彰を行い
ます。特別賞もあります。
　1月24日(月)までに、申込書を潟東地域
コミュニティ協議会(☎0256-86-3123)へ
※申込書は同協議会(潟東地域コミュニ
ティセンター内)で配布しています

　日帰り温泉「じょんのび館」は、昨年7月19日(月)から大規模改修工事の
ため臨時休館していましたが、12月21日(火)から営業を再開しました。
　森のサウナは木材を貼り替えきれいになり、食堂やロビーの椅子などは、
じょんのび館のスタッフが手作りしました。家族で来ても楽しめるように、子
どもの遊び場所も用意しています。
　今まで見たことのない、でもどこかホッとする…そんな空間を目指した新
しいじょんのび館に、ぜひ足を運んでください！
住　　所　福井4067番地（☎0256-72-4126）
営業時間 午前10時～午後10時　※第1水曜(1月以外)・第3水曜は定休日
利用料金　大人680円（中学生以上）、小学生300円 ※小学生未満は無料
　産業観光課観光交流・商工室（☎0256-72-8454）

　区役所だより「にしかん」では、区内の企業活動などの振興を目的に、
本紙に広告を掲載する事業所を募集します。
対　　　象　西蒲区内に本社や営業所を有する事業所
募集する号　令和4年4月～9月の毎月第1・第3日曜日号
募 集 枠 数 72枠（6枠×12号）　刷　　　色　カラー
広告サイズ　縦約3.9センチメートル×横約7.9センチメートル
掲　載　料　掲載1回あたり6,000円
配　布　数　区内の約15,100世帯に戸別配布
申 し 込 み 所定の申込用紙に記入し1月19日(水)までに地域総務課総　
　　　　　 務・管理財務グループ（☎0256-72-8179）へ
※申込用紙は地域総務課窓口、区内各出張所または西蒲区ホームページ　
　から取得できます

　「新潟市Oh!弁当で地域のお店応援事業」は、クーポンの申し込みを1月7日
(金)で終了します。
　新潟市ホームページまたは市役所コールセンター（☎025-243-4894）へ
　商業振興課（☎025-226-1633）

　防災啓発動画や防災演劇などを通じて、楽しみながら防災を学べる事業で
す。「こんなとき、どうすればいいの？」いざというときに役立つ、防災のヒントが
たくさんあります。みんなで防災について考えましょう。
　2月6日(日)午後2時～3時40分（開場：午後1時半）
　西川多目的ホール
　防災啓発動画上映、防災演劇「Be prepared」上演、
　アフタートーク
　先着300人
　受付中～1月15日(土)までに電話で市役所コールセンター
　（☎025-243-4894）、またはインターネットから「かんたん申し込み」
　西蒲区自治協議会事務局（地域総務課内：☎0256-72-8161）

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

さくらんぼ
025-375-5690

なかのくち子育て支援センター
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

お知らせお知らせお知らせ
新潟市消防団西蒲方面隊 消防出初式

献血（全血）のお知らせ

令和3年度西蒲区教育
ミーティングの傍聴について

催　し催　し催　し
西蒲区将棋会「冬の陣将棋大会」

第5回潟東地区リレーマラソン大会

学ぼう「血管いきいき教室」

問

問

問

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

　新型コロナウイルス感染症の影響により、掲載した催しなどが中止となる場合
があります。開催については事前に主催者へ問い合わせてください。感染症予防
のため、催しなどに参加する際はマスクを持参し着用してください。

じょんのび館 リニューアルオープンじょんのび館 リニューアルオープン西蒲区自治協議会提案事業～西蒲区防災啓発事業～

自分の命は自分で守自分の命は自分で守る 今できる今できる防災防災を自分の命は自分で守る 今できる防災を

からだ測定！体操教室

「かんたん申し込み」は
＼こちらから／

演劇で学ぼう

区役所だより「にしかん」で
あなたの会社やお店を紹介・宣伝しませんか

広告主を募集します

令和4年 1月3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

《広告欄》


