
CONT EN T S

｜特　集｜
1 新潟市の
学校自慢！

3 にいがたCITY NOW
● 新潟市の財政状況
 平成30年度決算から

2 特色ある教育活動

他3ページは区役所だより
「情報ひろば」は別冊で発行しています

おでかけナビ

5 連載　学校支援ボランティア
　　　国民文化祭、
　　　全国障害者芸術・文化祭

4 ● 新バスシステム・BRT
 運行から４年間を総括
● 新潟駅高架下交通広場 
 整備イメージの動画を配信
● プレミアム付商品券
 購入引換券の申請を
● 新潟開港150周年
 記念イベントなどを開催

目　次〉

今年度、公益社団法人全国学校図書館協
議会主催の「学校図書館賞（実践の部）」を
受賞。学校図書館が充実していてすごい！！

平成29年に、地
元食材を使った
学校給食の献立
を競う「全国学校
給食甲子園」で
優秀賞を受賞!!

学校図書館

学校給食 健康な歯 地域との連携

いずれも100％
司書配置：57%　蔵書管理システム稼働：64%　
図書標準達成率：63%　　

新潟

全国

学校司書配置、蔵書管理システム稼働、
学校図書館図書標準達成率（学級数に応じた蔵書数の目安）

※全国値は文部科学省平成28年度「学校図書館の現状に関する調査」結果より

※全国値は文部科学省平成30年度「学校保健統計調査」結果より

平成30年度の12歳児(中１)の虫歯の少なさ
は、政令指定都市でもトップクラスの0.39本。
毎日の家庭での歯みがきや、学校の歯科指導
の成果！！

地域教育コーディネーターを全校に配置。
平成30年度の学校支援ボランティアの年
間延べ人数は、32万人を上回った。地域と
の連携・協働体制が整っていてすごい!!

新潟市の小・中学校

0.74本新潟 全国0.39本

政令市
No.1

学力 (小学校国語)
今年度の小6と中3を対象とした全国学力・学
習状況調査で、全ての調査科目で全国の平均
正答率を上回る。特に小学生の国語がすごい！！

小6国語平均正答率

新潟

63.8％全国

68.8％

12歳児一人平均虫歯本数 地域と連携・協働体制が整った学校の割合

※全国値は文部科学省調べ（平成30年）

こんなにすごい
！

49.5％新潟 全国100％
政令市
No.1

政令市
No.2

主食は地元食材を使った大根菜めし（女池小学校）

問  教育総務課（☎ 025-226-3153）

90回

体力・運動能力

新潟

全国
※文部科学省令和元年度「全国体力・運動能力・運動習慣等調査」結果より

小・中学校とも全国平均を上回る（小学校の
ボール投げを除く）。特に中2男子の20mシャ
トルランと中2女子の立ち幅跳びがすごい！！

86回 170cm

177cm

中2女子
立ち幅跳び

政令市
No.1

政令市
No.1

中2男子
20mシャトルラン

　新潟市では、子どもたちが「明るく」「前向きに」「しなやかに」「たくましく」育つように学校
教育に取り組んでいます。今号では新潟市の学校自慢と特色ある教育活動を紹介します。
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｜ 令和元年11月17日 ｜ 第1・3週　日曜発行 ｜
＊第２・４・５週の発行はありません。

新潟市の人口・世帯数（５月末住民基本台帳人口。かっこ内は前月との比較
人口／798,065人（＋100） 男 384,296人（＋122） 女 413,769人（－22）　世帯数

■ 編集・発行　新潟市広報課　〒951-8550 新潟市中央区学校町通１番町602-1 T

市の各種手続き、催し案内などは土・日曜、祝日も 新潟市役所コールセンター
にいがたし みんの し や く しょ

こたえてコール 025-243-4894 年中無休
8：00～21：00

FAX 025-244-4894　Eメール 4894call@call.city.niigata.jp

新潟市の人口・世帯数 （10月末住民基本台帳人口。かっこ内は前月との比較）
人　口／789,127人（－241）
　　　　男 380,173人（－50） 女 408,954人（－191）
世帯数／340,894（+80）



　酪農家などの専門家から、仕事の苦労、工
夫なども学びました。
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特色ある教育活動

学校教育や社会教育のさまざまな取り組みを
紹介しています。　
にいがた共育通信 検索

アグリ・スタディ・
プログラム

読書活動を
推進

小学校教諭に聞きました

司書教諭と学校司書に聞きました

　新潟市の小・
中・特別支援学
校では「アグリ・ス
タディ・プログラ
ム」という農業体
験学習を実施し
ています。「総合
的な学習の時
間」「理科」「道
徳」などの教科
に組み入れて、知識と経験を結び付
けることで学びを深めています。
　体験を通して農業のすばらしさに気
付くとともに、「人との絆や命を大切に
する気持ち」や「ふるさとを愛し、誇り
に思う心」を育みます。

　新潟市は読書
活動の推進に力
を入れています。
読書は時代や距
離を超えてさま
ざまな人の考え
方や経験に触れ
ることができ、心
を豊かにします。
読解・思考・判
断・表現といっ
た、生きる上で
大切な能力を身
に付けることに
も役立ちます。

　　同校では、学校内の農園で地域の方に
教わりながら農業体験をし、地域の特産品
や産業についても学んでいます。

　同校では、教諭と司書が連携して、さまざまな教科で学
校図書館や図書館資料を活用した授業を行っています。

地域と協力

学校図書館を身近に

アグリパークで学びを深める
　さらに5年生は今年7月、アグリパーク（南区にある農業体験施設）に宿泊
し、農業に関する仕事や、野菜、動物の命の恵みについて学びました。

児童も読書活動を推進
　児童の発案でもさまざまな読書活動を推進しています。

　さまざまな読書活動の推進により、市内小・中学校の年
間貸出冊数は平成16年度に比べ約2倍になりました。

　作ったカレーはお世話になった地域の皆さんに
感謝の気持ちを込めて振る舞いました。

　みんなと協力しながら野菜を育てたり、かかし作
りをしたりしました。児童が企画準備をした収穫祭
では、収穫した野菜を使ってカレーを作りました。

　授業に司書も参
加し、図書館での
調べ方を教えます。
教諭と司書が連携
することでスムー
ズな「調べ学習」が
行えます。「本を読
む場」だけでなく「学
習する場」としても
活用しています。

　今年度は図書委員の児童の発案でミニビブリオバトルを行いま
した。ビブリオバトルは本の紹介を通したコミュニケーションゲー
ムです。みんなの前で一人一人が「これだ」と思うお気に入りの本
を紹介し、最後にそれぞれが読みたくなった本に投票をします。

　動物との触れ合いでは餌やりなどの世話をして愛着がわきました。その後のウインナー
作りでは羊の腸が使われていることを知り、命に感謝する大切さを学びました。

スマートフォンは
　こちらから▶ 

新潟市の取り組みを紹介

先生が紹介

にいがた共
きょう

育
いく

通信

南浜
小学校

白山
小学校

児童の
感想を紹介

問  学校支援課（☎ 025-226-3274）

問  中央図書館（☎ 025-246-7700）

南浜小学校教諭
真柄貴幸さん

白山小学校司書教諭
高島和子さん
＝写真左＝

同校司書
佐藤まり子さん
＝写真右＝

ボランティアとも協力
　同校では、月に１回ボランティアによる読み聞かせを行っ
ています。

　子どもの頃に夢
中で楽しんだ物語
は大人になっても
忘れられない宝物
になります。1冊で
も良い本を届ける
ために、ボランティ
アと司書が打ち合
わせを重ねながら
活動しています。

◆小学校児童1人当たり年間貸出冊数
　H16… 55.2冊 → H30…118.1冊
◆中学校生徒1人当たり年間貸出冊数
　H16……6.9冊 → H30…14.7冊

2.1倍！！

2.1倍！！

市内小・中学校の推進成果

農業についてもよく分かったし、
友達とも協力を深められたのでよ
かったし、命の大切さを知った

動物や野菜も人間と同じで命があ
るから、好き嫌いせずに命を思っ
て感謝して食べようと思う

　アグリパークで学んだことを、今
後の自分の生活にどう生かしていく
かを話し合いました。

広告掲載の申し込みは（株）新潟日報サービスネット（☎025-233-3500）へ、１枠（7.3㎝×12.1㎝）163,000円（税込、制作料別途）。掲載した広告についての問い合わせは各広告主へ
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新潟市の財政状況　平成30年度決算から  平成30年度決算の概要と財政状況を一般会計を中心に紹介します。  ■問財務課（☎025-226-2195）

市債残高の推移主要基金残高の推移

　建設事業費の減少などにより臨時財政対策債を除く市債残高は減少し
ました。臨時財政対策債残高は増加したため、市債残高全体としては増
加しました。

　政令市移行以後、市の貯金である基金を活用した財政運営が続いてき
ました。基金残高は政令市移行時点に比べて９分の１程度になっていま
す。

まとめ　持続可能な財政運営のために
　人口減少や少子高齢化の急速な進展により、市税収入の大幅な増加は期待できません。一方
で、社会保障関係費の増加や公共施設の老朽化対策など、今後も行政経費の増大が見込まれて
います。
　こうした中でも、限られた経営資源を「子どもを産み育てやすい環境づくり」「優れた拠点性を
活かした交流人口の拡大」「産業経済の活性化」などの重要課題へ的確に投資し、住みよいまち・
暮らしたいまちの実現に向けて取り組んでいきます。“全国につながる、世界とつながる拠点都
市・新潟”を目指して、これまで以上に活力ある新潟市となるよう取り組みを推進します。
　令和元年度からの３年間を集中改革期間とし、強固な財政運営の基盤づくりのため「集中改革
プラン（素案）」を作成しました。同プランは市ホームペー
ジで公開しています。

集中改革プラン（素案）の考え方
●収支均衡で基金に頼らない財政運営をするとともに、
緊急時・災害時などの財政需要に対応できる強固な財
政基盤をつくる
●本格化する人口減少社会を見据え、社会情勢の変化や
市民ニーズに即した最適化を図り、スピード感を持っ
て政策の質を変革する
●組織体制の見直しや業務の効率化により定員の適正
化を推進し、人件費をさらに縮減する
●公共施設のあり方など、中長期的な課題にも目を向け
将来を見据えた改革に着手する新潟市　集中改革プラン 検索
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臨時財政対策債：地方交付税の振替財源。
　　　　　　　　返済にかかる費用が地方交付税で措置される。

国県支出金

地方譲与税
その他

地方交付税

諸収入
その他

歳 入

市税

使用料・手数料

市債

（単位：億円）
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歳 出
（単位：億円）物件費

（委託経費など）

補助費
（団体への補助金など）

その他

公債費（借金の返済）

建設事業費
（施設の新設や改修など）

人件費
（職員の給料など）

扶助費
（社会保障関係費）
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（施設の修繕費）
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⬆

実質収支約43億円の黒字の
うち20億円を積み立て済み。
令和元年度当初予算分とし
て５億円を積み立て予定

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注意してください

●平成30年度当初予算編成では、限られた経営資源を重点課題に配分する観点から全事務事業点検を実施し、事業の集約化・整理統合に取
り組みました。これにより、基金を活用した財政運営から転換し、政令市移行後初めて収支均衡を達成しました。

●決算では、歳出は少雪による除排雪経費の減少や小・中学校改修事業といった大規模工事の減少などにより前年度比6.0％減となりまし
た。歳入は臨時福祉給付金給付事業の終了に伴う国庫支出金の減少などにより前年度比5.3％減となりました。

●実質収支は約43億円の黒字となりました。これは、例年に比べて除排雪経費が減少したことなど一時的な要素による影響が大きく、財政
構造が好転したとまでは言えない状況です。

●基金残高は２億円を積み立てたことで35億円に増加しました。災害や大雪といった緊急時に備えるためにも、引き続き基金の積み立てに
努めていく必要があります。

歳入総額 3,849億8,923万円
※対前年度比　214億1,172万円（5.3%）減

実質収支※43億629万円の黒字
※歳入と歳出の差から翌年度へ繰り越すべき財源を除いた額

歳出総額 3,792億7,674万円
※対前年度比　243億615万円（6.0%）減
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新潟駅高架下交通広場（バス乗降場）
整備イメージの動画を配信

住民税非課税者対象　12/27㊎まで
プレミアム付商品券購入引換券の申請を

新潟駅は令和３年度ごろに在来線全線
高架化が完了し、令和４年度ごろには駅
の高架下に万代広場と南口広場をつな
ぐ「交通広場」を整備します。新しいバス
ターミナルの完成をイメージした動画を、
動画配信サイト「Y

ユ ー

ouT
チ ュ ー ブ

ube」内の「新潟シ
ティチャンネル」で配信しています。
なお、「交通広場」は、一般車の進入は

できません。
■問 新潟駅周辺整備事務所（☎025-245-
1261）

同引換券の申請期限を12月27日（金）
まで延長しました。対象となる可能性が
あり申請をしていない人には申請書を再
度発送しました。手元に届いていない場
合は問い合わせてください。
※申請から引換券発送まで１カ月半程度
要する
●対象者　平成31年度の住民税非課税
者（生活保護受給者や課税者と同一生計
の配偶者・扶養親族などを除く）
■問 同商品券コールセンター専用ダイヤル
（☎0570-085-025、一部のIP電話などからは☎025-226-4500）
▷市ホームページから　 プレミアム付商品券 検索

⬆

くらし

くらし

新潟開港150周年
記念イベントなどを開催

記念フォーラム
●日時　12月15日（日）14時～17時　
●会場　りゅーとぴあ（中央区一番堀通町）　
●定員　300人　●料金　無料
●内容・出演　第１部…基調講演「イザベラ・バード
の新潟の旅と活写された新潟」・金坂清則（京都大学名
誉教授）▷第２部…パネルディスカッション「さらな
る交流拡大に向けて」・室井照平（福島県会津若松市長）、中原八一
（新潟市長）、野内隆裕（路地連新潟代表）、ほか
■関連イベント
まち歩き「イザベラ・バードと明治の新潟」
●日時　12月14日（土）13時～14時半　
●集合　NEXT21（中央区西堀通６）
●解散　白山神社（中央区一番堀通町）　
●定員　30人　●料金　無料
トークセッション「イザベラ・バードでつながり、新潟を発信しよう」
●日時　12月14日（土）15時～16時45分　
●会場　白山会館（中央区一番堀通町）　
●定員　120人　●料金　無料

文化・スポーツ・観光

市
内
の
イ
ベ
ン
ト
情
報
は

市政 新バスシステム・BRT
運行から４年間を総括

新バスシステム・BRTは平成27年９月の運行開始から４年が経過
しました。
交通の専門家などで構成する「新バスシステム事業評価委員会」
による評価と、今年６・７月に実施したバス利用者アンケートの結
果を踏まえて、事業効果などこの４年間の検証と今後の方向性を総
括しました。
これを基に、庁内に専門チームを設けて利用者目線での各種改善
策を交通事業者とともに進めていきます。
なお、「新バスシステム・BRT総括報告書」は市政情報室、区役

所地域総務課（東・中央・西区は地域課）、ほんぽーと中央図書館で
閲覧できるほか、市ホームページにも掲載しています。
▷市ホームページから　 新バスシステム・BRTの総括 検索

⬆
■問 政策企画部（☎025-226-2153）、都市交通政策課（☎025-226-
2753）

スマート
フォンは

こちらから

スマート
フォンは

こちらから

▶南口広場からの
動画。スマートフォ
ンはこちらから

　１冊４千円で５千円分
の買い物ができ、市内
1,900店舗以上で使用で
きるお得な商品券です。
同商品券は最大５冊まで
購入可能です。

　 プレミアム付商品券とは

イザベラ・バード

■問 同記念事業実行委員会事務局（同室内☎025-385-7434）

11月29日金曜（必着）までに、「催し物名」（関連イベントは、まち
歩きかトークセッションかも記載）、郵便番号、住所、氏名、年
齢、電話番号を新潟日報社地域連携推進室（☎025-385-7434）へ　
※複数の催しに申し込み可。応募多数の場合抽選。
当選者には12月５日までに参加証を発送
はがき ：〒950-8535　中央区万代3-1-1
メール ：kaiko-kouenkai@niigata-nippo.co.jp
FAX ：025-385-7438

フォーラム・関連イベントの申し込み方法フォーラム・関連イベントの申し込み方法

▲スマートフォン
からも申し込み可

広告掲載の申し込みは（株）新潟日報サービスネット（☎025-233-3500）へ、１枠（7.3㎝×12.1㎝）163,000円（税込、制作料別途）。掲載した広告についての問い合わせは各広告主へ

みなとまち新潟　年賀はがきを販売中
　新潟開港150周年の応援団「TEAM　Niiport」スペシャ
ルクルーのやまだみつるさん(似顔絵師)デザインの年賀
はがきを市内の郵便局で販売中です。　
■￥ １セット５枚入り600円（税込）　■問 各郵便局

開港五港のチーム同士が対戦
アルビレックス新潟 対 V・ファーレン長崎戦
■日 11月24日（日）14時　■場 デンカビッグスワンスタ
ジアム（中央区清五郎）　※チケット購入方法はアル
ビレックス新潟ホームページに掲載
■問 アルビレックス新潟（☎025-257-5811）

スマート
フォンは

こちらから
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　ダンス、BMXショー、ランニングバイクのレース、アート作品
の展示・販売、飲食販売を行います。
●日時　11月30日（土）、12月１日（日）10時～18時
●会場　万代島多目的広場（中央区万代島）　
●料金　入場無料
※詳しくは同イベントホームページに掲載
■問 2019年開港150周年推進課（☎025-226-2162）

スマート
フォンは
こちらから
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視覚に障がいがある人を対象に、「市報にいがた」の点字版・ＣＤ版・デイジー版を発行しています。　申込先県視覚障害者福祉協会(☎025-381-8258)　問広報課(☎025-226-2089)

連載・おでかけナビ

日日時　対対象　定定員　￥参加費　申申し込み

新潟市マンガ・アニメ情報館
中央区八千代２　☎025-240-4311　開館時間11:00～19:00
※土・日曜、祝日10:00から、12/31（火）17:00まで。１/１（祝）休館

●「パタリロ！」100巻達成記念　魔夜峰央原画展
日11/23（祝）～来年１/５（日）　
￥一般1,000円、中学・高校生700円、小学生500円　
※前売り券あり。土・日曜、祝日は小・中学生無料

￥無料　※各30分。育児相談あり（要予約）
●折り紙遊び　日12/５（木）11:00
●ミュージックケア　日12/８（日）14:00
●クリスマス飾り作り　日12/10（火）11:00
●絵本読み聞かせ　日12/12・26（木）11:00
●食べることの大切さ　日12/19（木）11:00
●フラダンス　日12/22（日）14:00
●クリスマス会　日12/24（火）11:00

子育て応援ひろば
中央区西堀前通６、Co-C.G.ビル４階
☎025-226-7730　開館時間９:00～19:00

市児童センター
中央区東万代町　☎025-246-7715　開館時間９:00～17:00
※月曜（祝日の場合翌日）、12/29（日）・31（火）休館

￥無料
❶カプラ®ブロック　日12/１（日）13:00～14:25
❷クリスマスソングでリズム遊び　日12/４（水）
10:30～11:20
❸折り紙　日12/７（土）14:00～15:00
❹人形劇とサンタ登場クリスマス会　日12/11（水）
10:30～11:20
❺読み聞かせ　日12/15（日）14:00～15:00
❻パタパタ変わり絵工作　日12/25（水）13:30～
15:00
対❶❸３歳～小学生と保護者❷０・１歳の子と保護
者❹１～３歳の子と保護者❺小学生以下と保護者
❻５歳～小学生と保護者
※このほか別冊情報ひろば３面にも催しを掲載

こども創作活動館
東区牡丹山１　☎025-279-2113　開館時間９:00～18:00
※日曜、祝日17:00まで。月曜（祝日の場合翌日）休館

￥無料
❶キッズダンス　日11/30（土）13:30～15:00　
対４歳～小学生　定先着20人
❷英語で親子ヨガ　日12/１（日）10:30～11:15　
対２歳～小学３年生と保護者　定先着12組
❸クリスマスコンサート　日12/８（日）14:00～
15:00　対３歳～小学生と保護者　定先着30人
申❶❷は11/20（水）、❸は11/27（水）９:30から電
話で同館

￥一般1,500円、小・中学生600円、４歳以上200円
●企画展示「新潟の淡水エビ・淡水カニ」
日12/１（日）まで
●クリスマスツリー点灯式
日11/23（祝）９:30から
●フォトコンテスト受賞作品展
日12/13（金）～来年２/24（振休）
●生き物絵本読み聞かせ会
日12/13（金）11:30～12:00
※このほか別冊情報ひろば１面にカレンダー引換券
を、２面に講演会を掲載

マリンピア日本海
中央区西船見町　☎025-222-7500
開館時間９:00～17:00　※12/29（日）～１/１（祝）休館

申11/20（水）９:00から電話で同施設　
※小学生以下は保護者同伴
●牛の乳搾りとシチュー作り
日12/７（土）10:30～13:30　対５歳以上　
定先着８組（１組３～６人）　￥１人1,500円
●動物との触れ合いと料理体験　日12/８（日）・
14・21（土）　時10:30～13:30…ヤギのブラッシ
ングと石窯ピザ作り▷13:30～15:00…牛の乳搾り
とバター作り　定各回先着20人　￥1,200円
●ヤギ・羊との触れ合いとウインナーソーセージ作り
日12/22（日）10:30～14:00　対小学生以上　
定先着８組（１組３～４人）　￥１人1,700円

アグリパーク
南区東笠巻新田　☎025-378-3109
開館時間（直売所）９:00～18:00　※水曜定休

￥無料
●親子わらべ歌遊び　日12/３（火）10:30～11:00　
対２歳以下の子と保護者
●企画展「ヨルダンの子どもの絵」　日12/７（土）
～来年１/24（金）９:00～16:00
●アラビア語で自分の名前を書いてみよう　日12/
７（土）13:30～14:30　対３歳～小学生と保護者
●ハンドベルコンサート　日12/15（日）13:30～
14:00　対18歳以下と保護者
●いす座禅会　日12/15（日）14:00、14:40　※各
30分　対５歳～小学生と保護者　定各回先着10組
●とんがりツリーの帽子　日12/23（月）10:30～
11:30、14:00～15:30　対18歳以下と保護者　定各
回先着50組
●クリスマスの読み聞かせ　日12/24（火）10:30
～11:00　対就学前児と保護者　定先着10組
※このほかの催しは同センターホームページに掲載

こども創造センター
中央区清五郎　☎025-281-3715　
開館時間９:00～17:00　※12/10（火）休館

● 初心者向けマンガ講座「マンガのいっぽ」
日開館日　定各回先着24人　￥無料　
※時間、内容は同施設ホームページに掲載

新潟市マンガの家
中央区古町通６　☎025-201-8923　
開館時間11:00～19:00　※水曜休館

■問  文化政策課（☎025-226-2565）

みんなが主役の文化祭 9/15日～11/30土開催

国民文化祭・にいがた2019
全国障害者芸術・文化祭にいがた大会11

文化祭の振り返りVol.2　～障がい者によるまち歩き
　９月22日から11月３日にかけて、「新潟大好き
障がい者によるまち歩き」を５回開催しました。
　市内在住の視覚、聴覚に障がいのある人、車い
すを使っている人がガイドとなり、旧齋藤家別邸
や鍋茶屋通りなどを巡る西大畑・古町地区のまち
歩きを行いました。
　アスファルトの道路と白壁通りの石畳を白

はくじょう

杖で
たたき「音」の違いを感じたり、老舗料亭からの調理の「匂い」を感じたりと、障が
いのある人もない人もみなとまち新潟の魅力を体感できるまち歩きとなりました。

まだまだ文化ふっとつ！11月の催し
■福祉のいいもの展　全国の障がい福祉施設で作られた商品を展示・販売
■日 11/29（金）まで8:30～17:30　※日曜10:00～15:00。土曜休み
■場NEXT21・3階 まちなかほっとショップ
■ともにE

エ ン ト ラ ン ス

ntrance　障がい者アートを活用したポスターを市内の「ともに
Entrance」ネットワーク加入企業・店舗に展示
■日 11/30（土）まで　■場セコム上信越株式会社、ほか
■柾
まさ

谷
や

藝
げい

術
じゅつ

ロマン小路～二
にせんじゅうきゅう

〇一九秋
しゅう

日
じつ

展～　「柾谷小路」に障がい者アートを展示
■日 11/30（土）まで　■場みずほ信託銀行 新潟支店、三菱ＵＦＪ銀行 新潟支店、
ゆうちょ銀行 新潟中店

丸山さんは同大学教育学部の学生で、将
来は教諭を目指しています。
同校でボランティアを始めたのは大学１
年生の夏。大学の集中講義で学外学習とし
て関わったことがきっかけです。現在は主
に数学の授業で個々の生徒への指導支援を
しています。
「どこでつまずいているのか、どうやって
教えたらよいか、ということを考えて支援
しています」と丸山さん。
自分の助言で問題を解けるようになって
喜んでいる生徒の姿を見たり、「ありがとう」
とお礼を言われたりすると、とてもうれし
いそうです。また、「生徒から元気とパワー
をもらい自分の勉強にもなる」と話してくれ
ました。
　同校の卒業生でもある丸山さんは、母校
の後輩のために活躍しています。

■問 地域教育推進課(☎025-226-3277)
内野中学校「生徒の学び」を支援
新潟大学４年　丸

まる

山
やま

元
げん

紀
き

さん

●❹学校支援ボランティア地域と学校
パートナーシップ

事業

紹介します

▲「生徒が成長する姿を見られ
ることがうれしい」と丸山さん

まち歩きの様子

▲「学校支援ボランティアは今
年で４年目です」
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お知らせ
全国瞬時警報システム
（Ｊアラート）情報伝達試験
　緊急情報が正常に伝達されるかを
確認するため、防災行政無線の屋外
スピーカーや防災メール（登録制）の
テスト配信などを行います。　※緊
急告知FMラジオ、緊急速報メールは
対象外　■日12月４日（水）11時ごろ　
■問危機対策課（☎025-226-1146）
都市ガス事業者と「火災予防啓発
の連携に関する協定」を締結
　10月21日、消防局と市内都市ガ
ス事業者４社（北陸ガス・越後天然ガ
ス・蒲原ガス・白根ガス）は「火災予
防啓発の連携に関する協定」を締結
しました。これにより、各社が行う
一般家庭のガス機器点検と併せて住
宅用火災警報器の維持管理状況の点
検を依頼することができるようにな
りました。費用は無料です。住宅火
災を防ぐため、ガス事業者による点
検を活用し、警報器を適切に管理し
ましょう。
■問消防局予防課（☎025-288-3230）
11月はエコドライブ推進月間
12月は地球温暖化防止月間
　省エネ・低炭素型
製品・サービス・行
動など、温暖化対策
につながる選択をすることを「クール
チョイス」と呼びます。特に冬期間の
省エネは二酸化炭素の削減効果が高
く、家計の節約にもつながります。
無理のない範囲で「賢い選択」をしま
しょう。
■問環境政策課（☎025-226-1357）
■エコドライブを心掛けよう
　自動車の運転をするときは次の行
動を心掛けましょう。
❶発進時はゆっくりとアクセルを踏む

❷止まるときは早めにアクセルを離す
❸停車時はアイドリングストップを
する
♣エコライフ講座　講師を派遣
温暖化防止につながる省エネ、エコ
ドライブなどを紹介　■対町内会や学
校、サークルなどで10人以上参加す
る団体　■申電話で同課
差し押さえ不動産　入札で公売
入札期間11月26日（火）～12月２日（月）
所在地
❶中央区古町通６番町974番１
❷西区赤塚字稲場4943番地１
❸西蒲区岩室温泉字上ノ郷807番５
❹西区寺尾831番１
※❷は建物のみ。土地面積、最低入
札価格、公売保証金など詳しくは納
税課（市役所本館）、区役所区民生活
課（中央区は窓口サービス課）で配布
する公売広報に掲載。市HPにも掲載　
■問納税課（☎025-226-2288）
新潟テルサ（中央区鐘木） 
フィットネスセンター無料開放
■日11月23日（祝）９時～19時　対象
設備トレーニングルーム、プール、
風呂、サウナ　■対中学生を除く15歳
以上　■問同施設（☎025-281-1889）
灯油漏れに注意
　ホームタンクからポ
リ容器などへ給油す
るときに、灯油を漏ら
す事故が多く発生し
ます。油を漏らしたときは元栓を閉
め応急処置を行い、すぐに連絡して
ください。
注意点
❶給油中は絶対にその場を離れない
❷給油後、タンクのバルブを完全に
閉めたか確認する
❸送油設備や配管の点検・操作を確
実に行い十分注意する
■問月～金曜８時半～17時半…環境

対策課（☎025-226-1371）▷そのほ
かの日時…消防局（☎025-288-
3191）
インフルエンザの感染予防を
　今年は例年に比べて
インフルエンザの流行が
早まっています。日頃か
ら感染対策を心掛けま
しょう。
予防法
❶外出後は十分に手洗いをし、手指
のアルコール消毒をする
❷十分な栄養と睡眠を取り、体調を
整える
❸流行中は人混みを避ける
❹室内の湿度を50～60％に保つ
❺せきやくしゃみが出るときは、マ
スクを着用する
❻予防接種を受ける
■問保健管理課（☎025-212-8194）
令和元年台風第19号災害義援金
来年３月31日まで受け付け
■日本赤十字社
募金箱設置場所市役所（本館・分館地
下売店）、区役所健康福祉課、出張
所、連絡所、関屋行政サービスコー
ナー、市パスポートセンター
（NEXT21内）、ほか
口座振替（ゆうちょ銀行・郵便局）
口座番号「00190-８-515005」▷口
座名義「日赤令和元年台風第19号災
害義援金」　※受領証の発行希望者
は通信欄に「受領証希望」と記載。窓
口での振込手数料は無料
■問同社新潟市地区本部（福祉総務課
内☎025-226-1169）
■共同募金会
募金受付場所市共同募金委員会（中
央区八千代１、総合福祉会館内）、同
委員会区分会（区社会福祉協議会内）　
■問同委員会（市社会福祉協議会内☎
025-243-4366）

■新潟市ホームページ　http://www.city.niigata.lg.jp/　　新潟市広報課Facebookページ　https://www.facebook.com/niigatacitykoho
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電
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番
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案
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市急患診療センター ☎025-246-1199
口腔保健福祉センター ☎025-212-8020
西蒲原地区休日夜間急患センター 　☎0256-72-5499
水道局　  0120-411-002（または☎025-266-9311）

北 区 役 所（〒950-3393）　☎025-387-1000
東 区 役 所（〒950-8709）　☎025-272-1000
中央区役所（〒951-8553）　☎025-223-1000
江南区役所（〒950-0195）　☎025-383-1000

消防局 ☎025-288-3191
火災情報テレホンガイド ☎025-285-1119
災害時の問い合わせ ☎025-226-5656
市　役　所（〒951-8550） ☎025-228-1000

秋葉区役所（〒956-8601）　☎0250-23-1000
南 区 役 所（〒950-1292）　☎025-373-1000
西 区 役 所（〒950-2097）　☎025-268-1000
西蒲区役所（〒953-8666）　☎0256-73-1000
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広
報
テ
レ
ビ

FM新潟 NICE TOWN にいがた 毎週土曜　7：55～　77.5MHz
BSN おはよう！新潟市です 毎週金曜　7：50～　AM 1116KHz　FM 92.7MHz

FM Port 新潟シティ・インフォメーション 毎週土曜　9：50～　79.0MHz
FM KENTO What's Up NIIGATA CITY 毎週月～金曜　8：25～　 76.5MHz
エフエム新津 クリック！秋葉区 毎週月～金曜　10：00～　76.1MHz
FM角田山 西蒲ぽかぽか情報 毎週月・水・木曜　12：00～　84.9MHz

ウ
ェ
ブ

市報にいがた

区役所だより

＝日時、期日、期間、会期　　　＝時間　※時間は24時間表記
＝会場　　　＝集合場所　　　＝解散場所
＝対象（記載のないものはどなたでも参加可）
　＝定員（「先着」の表記がないものは、応募多数の場合抽選）
＝参加費（記載のないものは無料。趣味・講座、催し物は無料を明記）
＝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）
HP=ホームページ
　＝ 問い合わせ（区役所●●課の場合は電話番号案内に記載の区
役所代表番号にかけてください）
＝子ども、親子向け情報　　 ＝高齢者向け情報

♣＝にいがた未来ポイント対象事業　

■日 ■時
■場 ■集 ■解
■対
■定
■￥
■申

■問

NST　八千代ライブ内情報コーナー　
12/20（金）　15：50～

UX　知ットク！新潟　毎週土曜　11：58～

TeNY　いきいき新潟　毎月第１・３土曜　11：40～

NCV（ケーブルテレビ）　水の都新潟市　
毎月第２・４土・日曜　９：00～　12：00～、ほか

マリンピア日本海（中央区西船見町） 
オリジナルカレンダーを進呈

■日きょう17日から　■対引換券を持参
した入館者　■定先着1,200組　■問同
施設（☎025-222-7500）　※このほ
か２面に講演会を、本冊５面に催し
を掲載

非常勤職員の募集
　現在募集中の非常勤職
員の情報は市HPに掲載し
ています。
▶市HPから 職員募集情報一覧 検索

相　談
新築・増築・リフォームなど
専門家による住宅建築相談会
■日12月10日（火）９時半～12時
■場建築行政課（市役所分館）　■定先着
５組　■申11月20日（水）から電話で
同課（☎025-226-2845）

情報
ひろば
information

別
冊

市役所コールセンター（８時～21時☎025-243-4894）
FAX 025-244-4894　Eメール 4894call@call.city.niigata.jp

　はがき・往復はがき・FAX・メー
ルでの申し込みの場合は、右の「基
本事項」を記載してください。それ
以外の事項を記載する場合は、個
別の記事ごとに示しています。　
※送り先が「〒951-8550」の場合
は住所の記載不要

申し込みのときは
「基本事項」の記載を

※往復はがきは返信先も明記

はがきの場合（裏面）

基
本
事
項

⎧
｜
｜
｜
｜
｜
⎨
｜
｜
｜
｜
｜
⎩

●「催し名」

● 希望の回（複数回実施
する場合のみ）

●  参加者全員の氏名・ふ
りがな
※代表者は氏名の前に
◎を付け、郵便番号・
住所・電話番号も記載

＝日＝日時時時、期日期日期日 期期、期間間、会期会期会期　　 ＝時＝時＝時間間 ※時※時※時間は間は2424時間時間時間表記表記表記
会会＝会場場場　　 集集＝集合場合場合場所所所 　 解解＝解散場散場散場所所所
対対＝対象（象（象（記載記載記載のなのないもいものはのはどなどなどなたでたでも参も参も参加可加可加可）））
定＝定 （員（「先「先着」着」 表の表 が記がないものは、応募応募多数多数 場の場合抽合抽選）選）

＝参加費（記載のないものは無料。趣味・講座、催し物は無料を明記）
＝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））
HPHP=ホホホームムムページジ
＝ 問い問い問い合わ合わ合わせ（せ（せ（区役区役区役所●所●所●●課●課●課の場の場の場合は合は合は電話電話電話番号番号番号案内案内案内に記に記に記載の載の載の区区区
役所役所役所代表代表代表番号番号番号にかにかにかけてけてけてくだくだくださいさいさい）））
＝子＝子どもども 親、親子向子向け情け情報報 　 ＝高＝高齢者齢者向け向け情報情報

♣＝に＝にいがいがいがた未た未来ポ来ポインイント対ト対象事象事業業　

■■■■ ■■■■
■■■■■ ■■■■■ ■■■■■
■■■
■■■■■■
■■■■■■
■■■■■■

■■■■

記号のみかた
＝日時、期日、期間、会期　　　＝時間　※時間は24時間表記
＝会場　　　＝集合場所　　　＝解散場所
＝対象（記載のないものはどなたでも参加可）
　＝定員（「先着」の表記がないものは、応募多数の場合抽選）
＝参加費（記載のないものは無料。趣味・講座、催し物は無料を明記）
＝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）
HP=ホームページ
　＝ 問い合わせ（区役所●●課の場合は電話番号案内に記載の区
役所代表番号にかけてください）
＝子ども、親子向け情報　　 ＝高齢者向け情報

♣＝にいがた未来ポイント対象事業　

■日 ■時
■場 ■集 ■解
■対
■定
■￥
■申

■問



趣味・講座
♣冬のスポーツ教室
13施設で開催　参加者を募集
　各種スポーツのほか、音楽に合わ
せた動きで脂肪を燃焼させるダンス
系エクササイズなど約400教室を用
意しています。　※詳しく
は市開発公社HPや「体育
館フィットネスプログラム
ガイド」に掲載
■￥教室により異なる
ガイド配布場所
北地区スポーツ
センター、東総合
スポーツセンター、
下山スポーツセ
ンター、鳥屋野総
合体育館、西海岸
公園市営プール、
市体育館、陸上競技場、亀田総合体
育館、白根カルチャーセンター、白
根総合公園屋内プール、味方体育館、
西総合スポーツセンター、黒埼地区
総合体育館、市役所本館・分館案内、
区役所、イオン（新潟南・新潟東・新
潟西・新潟青山・白根店）、ラブラ万
代、アピタ、ほか
■問同公社スポーツプロモーション課
（☎025-265-6735）
♣亀田総合体育館の講座
■日11月25日（月）　■問同館（江南区茅
野山３☎025-381-1222）
親子プレイタイム
■時10時半～11時半　■対就学前児と
保護者　■￥300円
ズンバ
■時19時半～20時15分　■対中学生を
除く15歳以上（高校生を除く18歳以
上の保護者１人につき小・中学生２
人まで参加可）　■定先着100人　
■￥500円
蔵の宿「菱風荘」（北区前新田） 
年賀状ゴム判作り
■日11月30日（土）13時～15時
■定先着８人　■￥800円　■申11月20

心の悩みや不安　「こころの
健康センター」に相談を
相談・予約電話☎025-232-5560
※来所相談は電話で要予約（月～金
曜８時半～17時）。家族や関係者も
相談可
精神保健福祉相談員などによる相談
■日月～金曜９時～16時半
精神科医による相談（❶どなたでも❷
思春期青年期❸高齢者）
■日❶木曜９時～12時❷偶数月第２
木曜13時半～16時❸第２火曜・第
４木曜13時半～16時
酒・ギャンブルなど依存症相談
■日第１・３月曜13時半～15時半
臨床心理士による相談
■日第２水曜14時半～16時半、第４
水曜18時半～20時半
女性の人権ホットライン
相談専用電話☎0570-070-810
■日月～金曜８時半～17時15分
※あす18日～11月22日（金）は19時
まで。23日（祝）・24日（日）10時～
17時も実施
ひとり親家庭・寡婦のための
弁護士相談・おしゃべり場
■日12月１日（日）　■場新津健康セン
ター（秋葉区程島）　■申11月27日
（水）までに電話で市母子福祉連合会
事務局（☎025-243-4380）　※保
育あり（要予約）　■問こども家庭課（☎
025-226-1201）
説明会「弁護士への相談・依頼Q＆A」　
■時13時～14時
個別相談会　■時14時～16時　※ネ
イル体験をしながらの交流会を同時
開催 
里親に関心がある人向け
相談・説明会
■場児童相談所（中央区川岸町１）
■申開催日前日17時までに電話で同
施設（☎025-230-7777）
個別相談会　■日12月10日（火）９時
～17時
制度説明会　■日12月20日（金）10時
～11時半

記号のみかたなどは１面参照

Ｗ
Ｅ
Ｂ
サ
イ
ト「
Ｓ
Ｈ
Ｉ
Ｋ
Ａ
Ｍ
Ｏ
」で
検
索

公式キャラ
クター

シカモ

■日12月13日（金）10時半～12時　
■￥無料　■問同館（☎025-377-5300）
黒埼地区総合体育館

（西区金巻）　キッズテニス
■日12月15日（日）
17時15分～18
時 45分　■対 小
学３～６年生　
■定先着10人　
■￥500円　■申11月20日（水）９時か
ら電話で同館（☎025-377-5211）
♣西川総合体育館（西蒲区善光寺） 
１～３月のスクール参加者募集
■対中学生を除く15歳以上　■申11月
20日（水）17時から電話で同館（☎
0256-78-7258）
❶初めてのピラティス　■日月曜９時半
❷ジャイロキネシス　■日月曜20時
15分
❸ソフトエアロ　■日火曜14時、木曜
19時、金曜10時45分
❹体リセット体操　■日木曜13時15分
❺コンビネーションエアロ　■日木曜
20時15分
❻足裏ふくらはぎリラックス　■日金
曜14時半
❼ハワイアンフラ初級　■日金曜19時
❽ハワイアンフラ中級　■日金曜20時
15分
※各１時間　■定各日30人（❷各日20
人❹各日25人）　※各先着　■￥各
520円（❻❽各650円）
食品加工支援センター
１月の講座
■時13時～16時　■￥各2,000円　
■申11月20日（水）９時から電話で同
センター（南区東笠巻新田☎025-
378-2158）
❶中華点心作り　■日10日（金）
❷切り餅利用のトッポギとゆべし作り　
■日18日（土）
❸こうじ作り　■日21日（火）
❹みそ仕込み　■日24日（金）
❺ハーブ入りチョコレートドリンク
作り　■日28日（火）
■定各先着10人（❸❹各先着８人）
ゆりかご学級
赤ちゃんのいる暮らしなどをテーマ
に子育てについて学ぶ　※全５回
■時10時～12時　■対令和元年７～９
月生まれの子の保護者　■定各会場30
人　※応募多数の場合初めての人を
優先して抽選。保育あり（各会場20
人）　■￥無料　■申11月19日（火）～
29日（金）に電話で市役所コールセン
ター（☎025-243-4894）　■問各会場
豊栄地区公民館（北区東栄町１☎
025-387-2014）　■日来年１月15日
～２月12日（水）
白根地区公民館（南区田中☎025-
372-5533）　■日来年１月15日～２
月12日（水）
中央公民館（中央区礎町通３☎025-
224-2088）　■日来年１月16日～２
月13日（木）
亀田地区公民館（江南区茅野山３☎
025-382-3703）　■日来年１月16日
～２月13日（木）
小針青山公民館（西区小針２☎025-
230-1071）　■日来年１月17日～２
月14日（金）

日（水）９時から電話で同施設（☎
025-388-5314）
♣西海岸公園市営プールの教室
（中央区関屋）

■問同施設（☎025-267-6858）
❶ 親子でちゃぷちゃぷ
■日12月１日（日）10時15分～同45分　
■対就学前児と保護者　■定先着20組　
■￥入館料
❷ブランクダイバー向けスキューバ
ダイビング
■日12月15日（日）17時～19時　
■対ダイビングライセンスがある人　
■定20人　■￥3,500円（別途要入館料）
❸ 産後ママヨガ
■日来年１月10日～24日（金曜全３
回）11時15分～12時　■対０歳児と
母親　■定先着15組　■￥1,500円
■申❶❸は11月20日（水）10時から電
話で同施設、❷は11月23日（祝）ま
で に メ ー ル（nishipool@niigata-
kaikou.jp）で基本事項、年齢、性別、
身長、体重、カードランク、ダイビ
ング経験数、機材持参の可否を同施
設へ（当選者は「病歴書」を要提出）
旧齋藤家別邸（中央区西大畑町）　 
12月の講座
■申11月20日（水）９時半から電話で
同施設（☎025-210-8350）　※各
別途要観覧料
❶同施設の魅力とみどころ
■日４日（水）10時半～11時半　■定先
着15人　■￥500円
❷日本庭園・数寄屋造りのみかた　
■日８日（日）　■時初級…10時▷中級
…13時半　※各２時間半　■定各先
着10人　■￥各1,000円
❸門松作り
■日15日（日）10時～15時　■定先着
10人　■￥3,500円
マリンピア日本海（中央区西船見町）
講演会「ハタハタの生態と漁業」
■日12月６日（金）19時～20時半　■対高
校生以上　■定先着20人　■￥ 無料　
■申11月20日（水）からメール（lect@
marinepia.or.jp）で基本事項、参加者
全員の年齢を同施設（☎025-222-
7500）へ　※このほか１面にカレン
ダー引換券を、本冊５面に催し を掲載
坂井輪図書館　読書会
■日12月11日（水）10時～12時
テーマ「われはロボット」アイザック・
アシモフ著　■￥無料　■問同館（西区
寺尾上３☎025-260-3242）
♣新潟大学公開講座
「新潟水俣病を考えよう」
■日12月11日（水）14時40分～16時
10分　■場同大学総合教育研究棟（西
区五十嵐２）　■￥無料　■問保健衛生
総務課（☎025-212-8016）
♣東総合スポーツセンター
初心者クライミング
■日12月11日（水）19時15分～20時
45分　■対中学生を除く15歳以上　
■定先着15人　■￥700円（別途要入館
料）　■申11月20日（水）９時から電話
で同センター（東区はなみずき３☎
025-272-5150）
黒埼図書館（西区金巻）　
絵本サロン
昨年出版された絵本の合評会　

申し込みのときに記載する基本事項　催し名、希望の回(複数回実施する場合のみ)、参加者全員の氏名・ふりがな　※代表者は氏名の前に◎を付け、郵便番号・住所・電話番号も記載

■問健康増進課（☎025-212-8157）

定期的に歯科健診を受けましょう
　初期の虫歯や歯周病は自覚症状が少ないため、気付かないうちに発症し
ていることがあります。予防のためにも年に１回は歯科医療機関を受診し、
口腔ケアをしてもらいましょう。

成人歯科健診、お口の健康長寿健診を受けましょう
　40・50・60・70歳の人には４月に成人歯科健診の受診券を、76歳の人
には７月にお口の健康長寿健診の受診券を送付しています。今年度中に忘
れずに受診してください。受診券の再発行が必要な場合は区役所健康福祉
課に問い合わせてください。

オーラルフレイル予防が大切です
　オーラルフレイルとは加齢による滑舌低下や食
べこぼし、わずかなむせなどが見られる状態で
す。物をかむ力や飲み込む力が弱くなると、飲食
物や唾液などが誤って気道に入ることで起こる誤

ご

嚥
えん

性肺炎の発生リスクが高まります。オーラルフ
レイルを予防するために、唾液腺マッサージ＝右
囲み＝などを日常に取り入れましょう。

健康寿命の延伸

知って役立つ　保健だより　13

両手を頬に当て、優しく
ゆっくり円を描くよう
にマッサージ（前回しと
後ろ回し）
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❷ 人形劇とゲーム遊びのクリスマ
ス会　■日12月８日（日）13時半～15時　
■対５歳～小学生　■定先着50人
❸ 将棋教室　■日12月14日（土）13時
半～15時　■対小学生　■定先着20人
■申❶は11月20日（水）９時、❷❸は
21日（木）13時から電話で同セン
ター（☎025-246-7715）
※このほか本冊５面にも催しを掲載
人権イラスト展
市内の小学４年生
が描いた入賞作品
50点を展示　
■￥無料　■問広聴相
談課（☎025-226-
1016）
◆市民 プ ラ ザ
（NEXT21・６階）
■日11月30日（土）10時～15時
◆アピタ新潟西店（西区小新５）
■日12月１日（日）～７日（土）９時～
21時　※７日は15時まで
東区役所　■日12月10日（火）～23日
（月）８時半～17時半
新津地域交流センター（秋葉区新津
本町１）　■日12月25日（水）～来年１
月９日（木）９時～21時　※12月29
日（日）～１月３日（金）休館
ほんぽーと中央図書館（中央区明石
２）　■日来年１月11日（土）～２月４
日（火）10時～20時　※日曜、祝日
17時まで
西新潟市民会館（西区小針２）　■日来
年２月６日～13日（木）９時～19時
※◆は銅賞以上の10作品のみ展示
国際友好会館の催し（中央区礎町通３）
■問国際交流協会（☎025-225-2727）
❶ロシア人との交流会　■日11月30
日（土）14時～16時　■定先着20人
❷外国の冬の文化体験「冬フェス」　
■日12月７日（土）13時半～16時　
■定先着50人
❸韓国料理教室　■日12月21日（土）
10時半～13時　■定30人
■￥❶❸無料❷200円（小学生以下無
料）　■申❶❷は11月20日（水）９時か
ら電話で同協会、❸は12月６日金曜
（必着）までに往復はがきに基本事項
を記載し、〒951-8055、中央区礎
町通３-2086、同協会へ　※❸は12
月13日までに抽選結果を発送
エコープラザ （東区下木戸３）
12月の催し
■問同施設（☎025-270-3009）
リサイクル品展示提供　■日１日（日）
～12日（木）９時～17時　※月曜を
除く。本市在住の小学生以上１人１
点　抽選日時15日（日）14時から
フリーマーケット出店者募集　■日８
日（日）10時～13時　■対18歳以上
■定20区画　■￥１区画500円　■申11
月24日（日）までに電話で同施設
おもちゃ病院　■日21日（土）13時半
～15時　■￥無料
♣12月の講座
■申11月20日（水）９時から電話で同
施設
❶包丁研ぎ　■日７日（土）10時、10時
半、11時、11時半　※各30分　■定各
回先着６人
❷タマネギの皮で絞り染め　■日13日

ジュニアスキー教室
■日来年１～３月
（土・日曜全６回）　
■場須原スキー場
（魚沼市）、三川温
泉スキー場（阿賀
町）　■対小・中学生　■定先着30人　
■￥35,000円（別途要保険料）　■申11
月20日（水）９時から電話で市スキー
協会事務局・塩田（☎090-4004-
9976）　※11月26日（火）19時から
鳥屋野総合体育館で行う説明会への
参加が必要　■問市スポーツ協会（☎
025-266-8250）

催し物
書家・菅

すが

井
い

柳
りゅう

翠
すい

氏の作品
「龍
りゅう

虎
こ

」を展示

2015年東アジア文化都市「五つの王
者大会」審査員特別賞受賞作　
■日来年３月31日（火）まで　■場天寿園
（中央区清五郎）　■￥無料　■問文化創
造推進課（☎025-226-2554）
アクアパークにいがた（西区笠木）
11月の催し
■￥入館料　■問同施設（☎025-264-
6400）
ビンゴ大会　■日23日（祝）13時
■定先着50人　※10時からビンゴ
カードを販売（■￥200円）
おもちゃ病院　■日24日（日）10時～
14時　※精密電子機器は不可。要部
品代実費
若者の文化活動推進交流会
カルチャーM

ミックス

IXフェスタ
■日11月23日（祝）・24日（日）　■場万
代市民会館（中央区東万代町）　■問若
者支援センター（☎025-247-6781）
作品展　■時10時～20時半　※24日
は17時まで　■￥無料
ステージイベント　■時11時半～20
時半　※24日は19時半まで　入場
券一般1,800（1,500）円、 学生
1,000（800）円　※２日間共通。就
学前児無料。かっこ内は同センター
（同館内）で販売する前売り券の金額
西蒲区　
新そばまつり
■日11月24日～12
月８日の日曜10
時～13時　■場巻
農村環境改善セン
ター（西蒲区福井）　■定各日先着300杯　
■￥１杯600円　■問西蒲区役所産業観
光課（☎0256-72-8454）
憲法のつどい　大学生による
公開模擬国会傍聴者を募集
■日11月27日（水）14時５分～同55分　
■場潟東中学校（西蒲区三方）　■￥無料　
■問総務課（☎025-226-2409）
市児童センターの催し
（中央区東万代町）

■￥無料　
❶講座「笑顔で子育てする方法を学
ぶ」　■日11月28日（木）10時半～12時　
■対就学前児の親　■定先着20組

記号のみかたなどは１面参照

市
内
の
イ
ベ
ン
ト
情
報
は

（金）13時半～15時　■定先着６人
❸端切れで干

え と

支の人形作り　■日17
日（火）13時、14時半　※各１時間
■定各回先着６人
❹端切れで和人形作り　■日20日（金）
13時～16時　■定先着８人
❺クリスマスオーナメント作り
■日21日（土）10時～11時半　■定先着
20人
■対❶～❹18歳以上　■￥各300円（❶
100円）
燕喜館（中央区一番堀通町）
市民呈茶
■日12月１日（日）10時～16時　呈茶
券500円（表千家同門会）　■問同館
（☎025-224-6081）
動物愛護センター（中央区清五郎） 
12月の催し
■￥無料　■問同センター（☎025-288-
0017）
犬と猫の譲渡会　■日猫…１日（日）・
６日（金）・12日（木）・15日（日）・23
日（月）・28日（土）13時～14時半▷
犬…８日（日）・16日（月）・26日（木）
13時～15時　※過去１年間に譲渡
前講習を受講した人は、犬は14時、
猫は13時半から　■申開催日前日17

時までに所定の申込書を同センター
へ　※申込書は申込先、区役所区民
生活課（中央区は窓口サービス課）で
配布。市HPにも掲載。譲渡対象動物
がいない場合は譲渡前講習のみ開催
愛犬の飼い方相談会　■日３日（火）13
時～14時半　■定先着６人　■申11月
20日（水）９時から電話で同センター
若者が本音で語り合う会
「リアル　ボイス」
テーマ働くこと　■日12月６日（金）
10時～16時　■場万代市民会館（中央
区東万代町）　■定先着100人　■￥無
料　■申11月20日（水）10時から電話
で新潟地域若者サポートステーショ
ン（☎025-255-0099）　■問雇用政
策課（☎025-226-1643）
食と健康フォーラム
「健康寿命を延ばすために」
■日12月７日（土）14時～16時半
■場新潟日報メディアシップ（中央区
万代３）　■定先着150人　■￥無料
■申11月20日（水）９時からFAX
（025-201-8902）で基本事項を公益
財団法人食の新潟国際賞財団へ
■問ニューフードバレー特区課（☎
025-226-1841）

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注意してください

　市の鳥「ハクチョウ」が、越冬のためシ
ベリアから飛来しています。コハクチョ
ウの越冬数は全国の市町村で本市が最も
多く、毎年１万羽以上が飛来します。３
月ごろまで観察を楽しめます。
■問環境政策課（☎025-226-1359）

おすすめ観察スポット

朝・夕方　福島潟、鳥屋野潟、佐潟が主
なねぐらとなっており、それぞれの野鳥
観察舎からの観察がおすすめです。
昼　潟などに近い郊外の田んぼでは、餌
を食べたり昼寝をしたりしているところ
を観察できます。

■ハクチョウガイドブック
　本市に飛来するハクチョウの
情報を掲載しています。ガイド
ブックは市HPから閲覧できます。
▶市HPから ハクチョウガイドブック 検索

♣鳥屋野潟で自然や生き物に親しむ12月の催し
■￥無料　■問同課
市民探鳥会　■日１日(日)８時～10時　■場鳥屋野潟公園(中央区鐘木)　
※雨天決行。筆記用具が必要。双眼鏡、ポケット図鑑がある人は持参
野鳥と親しむ市民の集い　「にいがた野鳥の会」会員による野鳥・自然保
護に関する講演　
■日１日(日)13時～16時　■場県生涯学習推進センター(中央区女池南３)
新潟の自然・生き物を学ぶ発表会　■日７日(土)・８日(日)10時～16時半　
■場同センター　■対小学生以上　※８日10時～12時に生物多様性を学ぶ講
座を、10時～16時に体験教室を実施

スマートフォンは
こちらから

毎年１万羽以上が飛来
ハクチョウを見に行こう

ハクチョウの豆知識
① 市内に飛来するハクチョウは、オオハクチョウとコハクチョウの２
種類
②ハクチョウは一度カップルが成立すると生涯一緒
③ コハクチョウは体重が５～７kgあり、飛び立つには数十メートルの
助走が必要

あなたはいくつ知っている？

令和元年度
金賞作品
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市政参画コーナー
■日来年１月16日（木）13時半～15時
半、17日（金）13時半～15時、18時
半～20時　■場音楽文化会館（中央区
一番堀通町）　■定各回400人　■￥無
料　■申12月６日（金）までに往復はが
きに基本事項を記載し、〒950-
0084、中央区明石１-２-６-407、㈱
新潟コンベンションサービス内新潟
春節祭2020事務局係へ　※はがき
１枚につき４人まで。希望公演日時
は第３希望まで。車いす席が必要な
場合はその旨も記載　
■問国際課（☎025-226-1673）
秋葉区文化会館の催し
（秋葉区新栄町）

■問同館（☎0250-25-3301）
❶ミュージカルワークショップ成果
発表　
■日来年１月19日（日）13時半、17時　
※各70分　■定各回先着450人　
■￥500円
❷林家たい平落語独演会　
■日来年３月14日（土）14時～16時　
■定先着480人　■￥前売り券3,500円
（当日券は300円増し）
※チケットは❶は11月22日（金）、❷
は12月８日（日）９時から同館で販売。
❷は就学前児入場不可

事業者向け
介護保険印刷物
広告掲載事業者を募集
　介護保険料の通知書やサービスガ
イドに広告を掲載する企業を募集し
ます。
■申あす18日～来年１月10日（金）ま
でに所定の申込書を介護保険課（☎
025-226-1269）へ　※詳しくは市
HPに掲載
水道局「検針票」裏面
広告掲載事業者を募集
掲載期間令和２年４月から１年間　
■申12月２日（月）までに所定の申込書
を水道局営業課（中央区関屋下川原
町１☎025-232-7326）へ　※申込
書など詳しくは同局HPに掲載
各種検診案内冊子「検診いっ得」
広告掲載・協賛事業者を募集
発行部数約33万部（対象者に個別郵
送）　広告掲載枠6.5㎝×9.5㎝から　
■申12月６日（金）までに所定の申込書
を健康増進課（☎025-212-8162）へ　
※詳しくは市HPに掲載する募集要項
に記載
東区プラザフリースペース
「わいわいひろば」委託事業者募集
　応募には説明会への参加が必要です。　
委託期間令和２年４月から１年間　
説明会　■日12月５日（木）14時から　
■問東区役所健康福祉課（ ☎025-
250-2331）　※会場、申し込み方法
など詳しくは市HPに掲載する募集要
項に記載
企業向けセミナー
「障がい者雇用について」
事例 紹介、分科会　
■日12月12日（ 木 ）14時 ～17時　
■場総合福祉会館（中央区八千代１）　
■定先着100人　■￥無料　■申11月21
日（木）９時から電話で障がい福祉課
（☎025-226-1249）

映画鑑賞会
「欲望という名の電車」
■日12月１日（日）13時半～15時35分　
■場クロスパルにいがた（中央区礎町通
３）　■定先着150人　■￥無料　■問同
施設（☎025-224-2088）
ほんぽーと中央図書館
（中央区明石２）　12月の催し
■問同館（☎025-246-7700）
ビブリオバトル体験
お薦めの本を順番に紹介　■日７日
（土）14時半～16時半　■対18歳以上　
■定先着10人　■￥無料
子どもフェスティバル

折り紙やリング型紙飛行機などのお
もちゃ工作　■日８日（日）13時半～
15時　■対小学２年生以下（就学前児
は 保護者同伴 ）　■定各先着30人　
■￥無料
ワークショップ「子どもが本を好きに
なる読書の指導法を学ぶ」
■日15日（日）13時半～16時半　■対中
学生を除く15歳以上　■定先着30人　
■￥200円　■申11月20日（水）10時か
ら電話で同館
東区まんなかクリスマスフェスタ
■日12月14日（土）　■場東区プラザ（東
区下木戸１）　■￥無料　■問東区役所
地域課（☎025-250-2130）
❶ 新聞紙と布でカラフルリース作
り　■時13時～14時　■対小学生と保
護者　■定20組
❷ 丸太のクリスマスツリー作り　
■時13時～14時　■対小学生と保護者　
■定15組
❸ 金

きんぱく

箔のしおり蒔
ま き え

絵体験　■時13
時～14時　■対小学３～６年生と保護
者　■定10組
❹ 職業講話と体験　■時13時～14
時20分　■対小学生　■定30人
❺県立大学生のアカペラコンサート
など　■時14時半～16時半　■定先着
300人
■申❶～❹12月６日（金）までにメール
（chiiki.e@city.niigata.lg.jp）で基本
事項、子どもの学年を同課へ　※当選
者のみ12月10日までに連絡
ゆいぽーとの催し
（中央区二葉町２）

■問同施設（☎025-201-7530）
❶水と土の芸術祭関連映像作品上映
■日12月20日（金）～22日（日）14時～
18時20分
❷講演会「寿

す ず

々木
き

米
よね

若
わか

『佐渡情話』を
中心に」
■日12月21日（土）15時半～17時　
■定30人
❸ ボードゲーム「マンカラ」大会
■日来年１月11日（土）10時～12時
■定30人
❹ ブラックライトで光る絵の具で
絵を描こう
■日来年１月26日（日）13時半～16時　
■定20人
■対❸❹小・中学生と保護者　■￥❶❸
無料❷300円❹600円　■申❷は12
月８日（日）、❸は25日（水）、❹は来
年１月10日（金）までに電話で同施設
新潟春節祭
青海省文化芸術団公演
伝統舞踊、音楽など

附属機関などの会議

　次の会議の開催を予定しています。日程など詳しくは
市HPに掲載しています。
▶市HPから 会議の開催予定 検索

病院事業運営審議会　■日11月20日（水）
■問市民病院経営企画課（☎025-281-5151）
自殺対策協議会　■日11月25日（月）
■問こころの健康センター（☎025-232-5580）　
清掃審議会　■日11月26日（火）　■問循環社会推進課（☎025-226-1391）
豊栄図書館協議会　■日11月28日（木）　■問同館（☎025-387-1123）
情報公開制度運営審議会　■日12月２日（月）
■問総務課（☎025-226-2425）
そのほかの会議

　次の会議の開催を予定しています。詳細や
最新の情報は市HPに掲載しています。
❶教育委員会定例会　■日11月21日（木）
■問教育総務課（☎025-226-3153）
❷農業委員会定例総会　■日11月29日（金）
■問中央農業委員会事務局（☎025-382-4964）
❸選挙管理委員会　■日12月２日（月）
■問市選挙管理委員会事務局（☎025-226-3346）
附属機関などの委員募集

　次の委員を募集しています。詳細や最新の情報は市HP
に掲載しています。
▶市HPから 委員の公募 検索

社会教育委員会議　■問生涯学習センター（☎025-224-2088）
ご意見・ご提案（パブリックコメント）

　次の内容についてご意見・ご提案を募集しています。詳
細や最新の情報は市HPに掲載しています。
▶市HPから パブリックコメント 検索

第二次市立図書館ビジョン（案）、第三次子ども読書活動推進計画（案）
■日11月23日（祝）まで　■問ほんぽーと中央図書館（☎025-246-7700）
国民年金事務における特定個人情報保護評価書（案）
■日あす18日～12月17日（火）　■問保険年金課（☎025-226-1089）

スマートフォンは
こちらから

❸
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 市HPが閲覧可能なパソコン設置場所 　市政情報室（☎025-226-2425）、生涯学習センター（☎025-224-2088）、ほんぽーと中央図書館（☎025-246-7700）、豊栄図書館、
山の下図書館、亀田図書館、新津図書館、白根図書館、月潟図書館、坂井輪図書館、西川図書館、岩室図書館、潟東図書館、巻図書館　※閲覧制限あり、印刷不可

　皆さんから頂いた意見を参考に、より良い紙面づくりに努めます。ご
協力ありがとうございました。　
■問広報課（☎025-226-2089）
調査期間10月６日～18日　回答数326人
調査結果全体の９割以上の人が10月６日号の市報にいがたの内容につい
て「大変良い・どちらかといえば良い」と回答。「おでかけナビ」「情報ひろ
ば」「特集」が読まれています。
回答
❶今号の内容はどうか　

内 容 人数 割合
大変良い 158人 48.5%
どちらかといえば良い 154人 47.2%
どちらかといえば悪い 12人 3.7%
大変悪い 1人 0.3%
無回答 1人 0.3%
総計 326人 100%

❷よく読む記事（複数回答）　
内 容 件数 割合

おでかけナビ 195人 59.8%
情報ひろば 157人 48.2%
特集 122人 37.4%
区役所だより 118人 36.2%
連載(歴史探訪、ほか) 45人 13.8%
※上位５つを抜粋して掲載

❸意見・感想（抜粋して掲
載）
　フレイル特集が分かりや
すかった、イベント情報が
充実している、興味のある
記事がなかった、ほか

10月６日号「市報にいがた」
読者アンケートの結果を報告
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