
　地域で活躍するプロから仕事の
意義や心構えなどを学びました。
「夢があると『こうなりたい』という
思いが出てくる」など熱いメッセー
ジを受け、子どもたちは自分の思
い描く将来像をより具体的にし、将
来への希望につなげていました。

　地域で活躍するプロから仕事の
意義や心構えなどを学びました。
「夢があると『こうなりたい』という
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問い合わせ　西蒲区教育支援センター（☎0256-72-8560）

中之口東小学校

　ＪＡや地域の人の協力により、学
校の畑で梨を育てています。地域
の人から話を聞き、鳥よけの「見張
り」をグループごとに製作しました。
「見張り」が風で落ちたときは何度
も付け直すなど、心を込めて育て
ています。
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「見張り」が風で落ちたときは何度
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　市では、学校が地域に開かれ地域とともに歩むことができるように、地域のネット
ワークづくりや協働事業などを推進し、「学・社・民の融合」による学校教育を進めて
います。そのために、全ての学校に「地域教育コーディネーター」を配置して、地域と
連携・協働したさまざまな活動を行い、事業の目指す姿「学校が元気に、地域が元気
に、子どもが元気に」の実現に向け取り組んでいます。

　今号と次号では、西蒲区にある小中学校および西特別支援学校20校の令和3年度パートナーシップ事業
の活動の様子を紹介します。
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中之口西小学校

学校が元気に！地域が元気に！そして子どもが元気に！

　５年生が米作りのプロである渡
辺さん夫妻の指導を受け、年間を
通して田植えや稲刈りなどを体験
しました。渡辺さんの農業にかける
思いに触れ、食の未来と向き合い、
農業を守るために自分に何ができ
るかについて考えました。
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るかについて考えました。

越前小学校

　松野尾の歴史や文化・産業につ
いて学ぶ、６年生の総合的な学習
の時間「大好き松野尾」。地域の皆
さんから、働く上で大切にしている
ことや地域にかける思いなどを教
えてもらい、松野尾地域の良さを
実感する時間になっています。
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「学」は学校、「社」は公民館や図書
館などの社会教育施設、「民」は
地域住民、家庭、地域の諸団体や
企業です。
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館などの社会教育施設、「民」は
地域住民、家庭、地域の諸団体や
企業です。

松野尾小学校

　北国街道の「歩き遠足」に向け、4年
生がまち歩きガイドから遠足コースの
街道の歴史や史跡について映像を交
えながら講習を受けました。
　一人一人が「ふるさと新聞」と称して
学習をまとめ、「自分たちの住む地域の
素晴らしい宝物」に気付き、深く追究す
る姿が見られました。
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巻南小学校

　４年生の総合学習で、「筋ジスト
ロフィーの僕が歩む最高の人生！」
と題し、塩澤康介さんから講演して
もらいました。児童たちはとても興
味深そうに話を聞いていました。
　4年生は高齢者施設とのリモー
ト交流も行いました。
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漆山小学校

　キャリア教育の一環として、西蒲
区長や介護福祉士から、仕事に対
する熱い思い、やりがい、生き方な
どについて話を聞きました。地域で
活躍する人たちの話に、親近感が
湧いた子どもたちは将来への思い
を膨らませていました。
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巻北小学校

　生き方講演会を行いました。中之
口地域に関係する人を講師に招き、
その人の生き方や今の仕事のやり
がい、苦労、大切にしていること、経
験から学んだことなどを全校生徒
が聴きました。生徒にとって将来を
考える良い機会となっています。
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中之口中学校

　１年生が、入学後の初めての校
外活動を行いました。「西蒲区を歩
こう会」から同行してもらい安全に
長距離を歩きました。
　この活動を通して、生徒同士の
交流を深めるとともに、自他の良さ
を認め、高め合うことができました。
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交流を深めるとともに、自他の良さ
を認め、高め合うことができました。

巻東中学校

　１年生を対象に、「農業体験」を行
いました。地域の事業所8か所から
協力してもらい、農作業を体験しま
した。働くことの喜びや苦労、仕事
に対する熱意なども直接聞くこと
ができ、有意義な時間を過ごすこ
とができました。
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巻西中学校
　7月13日、各校の地域教育コーディネーターたちが集まり、西蒲区の第１
回研修会が開催されました。研修の主な題材は、来年度から全ての小中学
校で始まる「コミュニティ・スクール」についてです。昨年度から事業を開始
したモデル校の校長から取り組み内容が説明された後、グループに分かれ
て話し合いが行われました。地域と学校の関係を深めるこの事業に、地域
教育コーディネーターとしてどのように関わっていくか、参加者たちは熱心
に話し合っていました。ほかにも、日常の仕事のあり方や日頃困っているこ
との相談など、多くの情報交換が行われ、充実した研修会となりました。
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コミュニティ・スクール 学校運営協議会を設置し、各学
校で地域住民などが力を合わせて学校の教育に取り組
む仕組み。
地域教育コーディネーター 学校の指導計画や教師の
願いに基づき、それぞれの地域に数多くある魅力的な
ものごとを学校教育に生かす活動をしています。小中学
生が地域の中で活躍できるよう取り組んでいます。
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地域教育コーディネーターも研修しています！
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http://www.city.niigata.lg.jp/nishikan/

● 西蒲区データ　　人口 55,043人（－73）　世帯数 20,774世帯（－4）　男 26,674人（－46）　女 28,369人（－27） ※12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

　2月25日(金)～3月13日(日)午前10時～午後4時
※開催時間は店舗により異なります
　岩室温泉街26か所
　新潟市岩室観光施設いわむろや（☎0256-82-1066）

●昨年の西蒲区の火災件数は14件、出火率は2.5となりました。
（出火率とは、人口1万人当たりの出火件数）
●火災の種別では、建物火災が8件、車両火災が4件、その他火災が2件となっ
　ています。
●冬期間はストーブやファンヒーターなどの暖房器具から火災が多く発生して
　います。火の取り扱いに十分注意してください。

　西蒲消防署市民安全課予防調査係（☎0256-72-3309）

件　数 前年比較

火災件数 14件（令和2年 17件） 3件　減

出火率 2.5（令和2年 3.0） 0.5　減

死者数 0人（令和2年 1人） 1人　減

主な火災原因

新型コロナウイルス感染症の拡大状況により、掲載したイベントは急きょ中止となる場合があります。感染症予防のため、3密（密集・密接・密閉）の場
所の回避、こまめに手洗い・手指消毒を行う、飛沫防止のためにマスクを持参し着用するなど「新しい生活様式」の実践をお願いします。

ひまつ

区ビジョンまちづくり計画
次期計画の策定に向けたワークショップを開催

昨年の西蒲区の火災件数は14件
西蒲区の火災概況西蒲区の火災概況

令和3年1～12月

　1月10日(祝)、紅白の餅や色鮮やかな米菓を使った、まゆ玉飾りの飾り付けが岩室民
俗史料館で行われました。まゆ玉飾りとは、蚕の繭や稲穂に見立てた餅のほか、小判や鯛
など縁起の良い形をした米菓をミズキの枝に飾り付け、その年の作物の豊作などを祈願
するものです。
　飾り付けを行ったのは、岩室民俗史料館友の会の会員と同館職員たちです。新型コロ
ナウイルスの感染拡大が懸念される中、アルコール消毒やマスク着用など、感染症対策
に配慮しながら、慣れた手つきで飾り付けを行っていました。
　豊作を願うこの飾りは、かつては小正月の習わしとして多くの家庭で行われてきました
が、農業従事者の減少などもあり、現在ではほとんど見られなくなりました。飾り付けを指
導した岩室民俗史料館友の会の佐藤正さんによれば、豊作の祈願だけでなく、飾りの付
き方や、餅が乾燥して落ちる状況から、その年の作物の出来を占ったり、田植えの際に気
を引き締めるよう戒める意味合いもあったそうです。また、種もみの準備から収穫までの
7か月間になぞらえ、かつては1月14日から7日間飾った後、1月20日に取り外し、使用し
たミズキの枝を薪にして餅を焼いて食べたそうです。
　例年この飾り付けを行っている同館では、伝統行事を若い人たちへ伝えるため、2月上
旬まで飾りを残し、小学生などへ説明していくとのことです。一月ほどの間、この華やかな
彩りが来館者たちを玄関で出迎えます。

■岩室民俗史料館友の会
　岩室民俗史料館の開設に尽力してきた有志
を中心に、平成21年に発足。会員数は令和4
年1月時点で38人。岩室地域の歴史・文化を
伝えるため、季節ごとの飾りつけや来館者へ
の展示品の説明、体験教室の開催などを行っ
ています。

　岩室温泉街の旅館やお店に飾られるおひな様が楽しめま
す。季節・節句を楽しむ温泉街ならではの風情と、地域の温か
いおもてなしに出会ってみませんか。

　昨年12月23日、令和5年度以降の次期区ビジョンまちづくり計画の策定に向け、西蒲区
自治協議会委員が参加するワークショップを開催しました。
　区ビジョンまちづくり計画とは、本市の総合計画の一部である区ビジョン基本方針を実
現するため、区ごとに目指す将来像やまちづくりの方向性・取り組みなどをより具体的に示
す計画です。
　この日のワークショップでは、平成27年度から始まった現在の計画が令和4年度で終了
することを踏まえ、これまでの西蒲区の取り組みに対する評価や、令和5年度以降の次期8
年間の方向性について意見が交わされました。参加した委員からは「観光コンテンツによっ
てターゲットを定め、戦略的な情報発信を行う必要がある」や「一人一人の防災意識を高め
るためにも幼児期から切れ目のない防災教育・訓練を行えるとよい」などさまざまな意見が
ありました。
　今後も自治協議会委員による意見交換を継続するとともに、多くの市民から意見を募る
ため、区民を対象としたアンケートなどを行い、これからのまちづくりを見据えながら、次期
計画の策定を進める予定です。

ま ち の 話 題 ! 岩室民俗史料館 色鮮やかにまゆ玉飾り

飾り付けを行った同会会員
と施設職員の皆さん

能面師吉川花意さんの能面アトリエを舞台に、北前
船で運ばれてきたおひな様が見られます。

無匠庵の
ひなかざり

いしネコ、創作人形、美里絵、ぬいぐるみ、油絵、一閑
張りなどの作品が並んでいます。

地元作家
の作品展

各所を巡ってスタンプを集めると、抽選で岩室温泉
利用券などが当たります。

ひなスタンプ
ラリー

しなてもお

ほかにも、温泉街の各店でイベントに合わせたランチやスイー
ツを楽しめたり、民謡の会もあります。地域総務課地域・安心安全グループ（☎0256-72-8156）

・建物火災　　8件（こんろ2件、ほか）
・車両火災　　4件（排気管2件、ほか）
・その他火災　2件（火入れ2件）

火災・救急・救助は
119番へ

に し か ん  22 令和4年 2月6日

《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）



■地域学講座「地名・町名から地域の歩み
を読む」
　どの地域にもある地名・町名から、地域
の歩みを見る方法を学びます。
　3月12日(土)午前10時～11時45分
　同館
講師　本井晴信さん（元新潟県立文書館
副館長）
　市内在住の人 先着20人
　2月9日(水)から3月3日(木)の平日午
前9時～午後5時までに電話で同館へ

■発達障がいへの理解を広げる「しゃべり
場」2～3月
　家族や自分のことで心配事や困り事が
ある人、発達障がいに関心がある人、一緒
に考えてみませんか。
3月8日(火)午前10時～11時半、2月

22日(火)・3月22日(火)午後7時～8時
半
　同館
　各開催日の3日前までに電話で同館へ
■私が失敗した子育てから学んだこと
　発達障がいのあるお子さんを育てた経
験談を聴き、子どもの年齢に合わせてコ
ミュニケーションを図る方法を学びましょ
う。
　3月6日(日)午後1時半～3時半
　同館
講師　大橋百合子さん（発達支援教育士）
　先着20人
　2月14日(月)から電話で同館へ

●赤ちゃん広場「ベビーマッサージ」
　2月22日(火)午後2時～3時
講師　鷲尾智恵子さん（助産師）
　先着10組
　2月15日(火)から直接または電話で同
センターへ

　まん延防止等重点措置の適用に伴い、
掲載するイベントはありません。

●赤ちゃん広場「リラックスヨガ」

　2月15日(火)午後2時40分～3時20分
講師　渡辺佳子さん（ヨガインストラクター）
　先着5組
　直接または電話で同センターへ
●赤ちゃん広場「骨盤体操」
　2月17日(木)午後2時半～3時20分
講師　陶山明子さん（カイロプラクター）
　先着5組
　直接または電話で同センターへ

●おひな様製作
　2月16日(水)・18日(金)午前10時～11
時
講師　板谷朋子さん（絵画造形教室講師）
　各日先着4組
　直接または電話で同センターへ
●ベビーマッサージ
　2月25日(金)午前10時半～11時半
講師　TeharueT(てはるて)さん（ベビー
マッサージ指導者）
　先着5組程度
　直接または電話で同センターへ

●リラックスヨガ
　2月17日(木)午前10時半～
講師　宮本綾乃さん（ヨガインストラク
ター）
　先着5組
　直接または電話で同センターへ
●ベビーマッサージ
　2月21日(月)①午後1時半～、②午後2
時半～
講師　鷲尾智恵子さん（助産師）
　各回先着5組
　直接または電話で同センターへ

●おやこ体操
　2月16日(水)午前10時半～
講師　めぐみこども園体操講師
　先着4組
　直接または電話で同センターへ
●育児講座「子どもの個性・親の個性」
　2月22日(火)午前10時半～
講師 中村節子さん（素質論インストラ
クター）
　先着4組
　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。

　県内の各司法書士事務所で相続登記
に関する無料相談を行っています。
　開催中～2月28日(月)各事務所執務
時間内 ※各事務所の執務時間などは事
前に相談先へ問い合わせてください
　県内各司法書士事務所
　新潟県司法書士会（☎025-244-5121）

　オンラインで肺がんセミナーを開催
します。誰でも視聴できます。
視聴期間　開催中～2月14日(月)
　「悪性胸膜中皮腫の診断と外科診療」、
「未だに治療が難しい悪性胸膜中皮腫の
薬物療法」、「石綿関連疾患に対する支援」
視聴方法　同病院ホームページからサイ
ト内検索で「肺がん治療センター」と検索
し、肺がん治療センターのページから視聴
（https://nishiniigata.hosp.go.jp/-
contents/shinryouka/lungcancer/）
　同病院肺がん治療センター地域医療
連携部　髙橋（☎025-265-3171）

　2月19日(土)午前10時半～正午
　新潟市岩室観光施設いわむろや
　先着10人　　500円
持ち物　エプロン
　電話で新潟市岩室観光施設いわむろや
（☎0256-82-1066）へ

　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。
　2月22日(火)①体操タイム：午前10時～
11時、②測定タイム：午前10時半～11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
　2月18日(金)までに電話で健康福祉課
健康増進係（☎0256-72-8380）へ

　子どもから大人まで楽しめます。浴衣
に着替えて、暮らしの中に潜む身近なサ
イエンスについて先生の話を聞いたり、
驚きのサイエンス・サーカスを見たりし
て楽しみましょう。入浴も無料です。
　3月6日(日)午後1時～3時半
　多宝温泉だいろの湯　　先着60人
　電話でNPO法人新潟科学・自然探偵
団　坪川（☎025-268-4564）へ

　不登校支援団体Sunny Smileとフリー
スクールHOPEが企画した、不登校の子
どもたちのためのゲーム交流会です。イ
ベントを通して同じ境遇の子どもたちと
交流し、良いきっかけ作りの１つとして
みませんか。保護者向けのミニ相談も行
います。
　3月27日(日)午後1時～4時
　護念寺（西区新通）
不登校または学校に行きづらさを感じて

いる小中高校生とその保護者 先着20人
　1人500円（資料代）
持ち物 任天堂switch本体とコントロー
ラー（持っている人）※持っていない人
には貸出可能です
　3月25日(金)までにメールでSunny 
Smile（sunnysmile2525@hotmail.com）へ

■確定申告の方法について
　自宅のパソコンやスマートフォンで、便利なｅ-Ｔａｘやスマホ申告が利
用できます。
◎マイナンバーカードを持っている人

　　　マイナンバーカード対応のスマートフォンまたはＩＣカードリーダ
　　ライタと国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」を利用
　　すれば、確定申告会場に出向かなくても、ｅ－Ｔａｘで確定申告書を
　　提出できます。
　◎マイナンバーカードを持っていない人
　　確定申告書を印刷して郵送などで税務署に提出することもできます。

■確定申告の期間・会場
・還付申告の人

　スマートフォンなどのアプリ「マチイロ」で
の市報と区役所だよりの配信は、３月20日号
で終了します。新潟市LINE公式アカウント=
下=で「市報にいがた・区役所だより電子版」
を登録すると、発行日に
プッシュ通知を受け取る
ことができます。
広報課

（☎025-226-2089）

ころころ広場ころころ広場（世代交流館 どんぐりの舎内）（世代交流館 どんぐりの舎内）（世代交流館 どんぐりの舎内）
0256-72-6240問

さくらんぼさくらんぼさくらんぼ
025-375-5690

（中之口こども園内）（中之口こども園内）
問

ぽかぽかコアラぽかぽかコアラ
0256-82-2900

（岩室保育園内）（岩室保育園内）
問

0256-82-2169
（岩室地域児童館）（岩室地域児童館）

問

あそびの山あそびの山

催　し催　し催　し
西新潟中央病院
肺がんオンラインセミナー

相　談相　談相　談
毎年2月は相続登記の無料相談月間

第11回サイエンス宿
温泉に入ってサイエンス

ゲーム交流会2022年spring

餅つき＆かたもち作り体験

からだ測定！体操教室（要予約）

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

子育て子育て子育て（子育て支援センター・児童館）（子育て支援センター・児童館）

かるがも広場かるがも広場（鎧郷保育園併設）（鎧郷保育園併設）（鎧郷保育園併設）
0256-88-2286問

ぴよぴよぴよぴよ
0256-86-2023

（かたひがし保育園内）（かたひがし保育園内）
問

トマトくらぶトマトくらぶトマトくらぶ
0256-78-8817

（めぐみこども園併設）（めぐみこども園併設）
問

　1月16日号より、公立の子育て支援
センターに加えて、私立の子育て支援
センターも掲載します。定期開催の催
し（誕生会、発育測定など）は掲載しま
せんので、各施設に確認してください。

公民館公民館公民館
巻地区公民館 ☎0256-72-3329

岩室地区公民館 ☎0256-72-8844

期　間
開催中～2月8日 午前9時～午後4時2月9日～2月15日

巻税務署庁舎
巻ふれあい福祉センター

時　間 会　場

会　場期　間
2月16日～3月15日 午前9時～午後4時 巻ふれあい福祉センター

時　間
・全ての人

※上記期間は土・日曜、祝日を除きます
※確定申告会場の入場には、当日配付する入場
　整理券または国税庁LINE公式アカウントで事
　前に取得した申込完了画面が必要です

国税庁LINE
公式アカウント

市LINE公式
アカウント

確定申告のお知らせ 巻税務署（☎0256-72-2357）

まん延防止等重点措置の適用に伴い、公民館などの各種施設や子育て支援
センター・児童館は、2月13日(日)まで休館となります。適用期間外で本紙に掲
載した催しなども、中止となる場合があります。本市ガイドラインに基づき、感染
症対策を講じた上で実施予定の市主催事業も同様です。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。

市報にいがた・区役所だより
アプリ「マチイロ」での配信を終了

令和4年 2月6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》


