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2018年
（平成30年）9月16日

語り継ぐ小須戸の文化 ～資料で楽しむ小須戸の歴史編～

健康・福祉ガイド
妊娠・出産・子育て
健康福祉課健康増進係
（☎25－5685）

10月の子どもの健診、歯科健診など
健診案内は、対象者に個別に郵送して
います。日時、会場、持ち物などは案内
でご確認ください。案内が届かない場合
や日程を確認したい場合は、お問い合わ
せください。
【股（こ）
関節検診】
対象 平成30年6月生まれ
【1歳誕生歯科健診】
対象 平成29年10月生まれ
※図書館が別室で
「ブックスタート」
を実
施します
（絵本をプレゼント）
【1歳6カ月児健康診査】
対象 平成29年3月生まれ
【3歳児健康診査】
対象 平成27年4月生まれ

健康づくり
健康福祉課健康増進係（☎25－5686）

成人の健康相談 ※要申し込み
日時 10月5日
（金）①午前9時～ ②9時
45分～ ③10時半～ ④11時15分～
会場 新津健康センター

骨粗しょう症予防相談会

10月の離乳食講習会 ※要申し込み
【ステップ離乳食】
日時 10月24日
（水）
午前10時～ 11時半
（受付は午前9時40分から）
対象 生後6カ月以降で、2・3回食に進
もうとしている赤ちゃんの保育者
【はじめての離乳食】
日時 10月24日
（水）
午後1時半～ 3時
（受付は午後1時15分から）
対象 生後5カ月ごろの赤ちゃんの保育者
【共通事項】
会場 新津健康センター 3階
定員 先着各25人
持ち物 母子健康手帳、バスタオル、
らくらく離乳食ガイドブック
（
「はじめて
の離乳食」
を既に受講した人のみ）
申し込み 9月19日
（水）
から市役所コー
ルセンター（☎025－243－4894）

ぱくぱく幼児食 ※要申し込み
日時 10月18日
（木）
午前10時～ 11時半
（受付は午前9時40分から）
会場 新津健康センター
対象 1歳6カ月前後の子どもの保育者
定員 先着15人 ※保育定員15人
持ち物 母子健康手帳
申し込み 9月19日
（水）
～ 10月11日
（木）

日時 9月29日
（土）
①午前9時15分～正午
②午後1時15分～ 4時
会場 新津健康センター
内容 骨密度測定、食事の話
対象 18歳以上の市民（骨粗しょう症で
治療中の人は除く）

各種検診案内
健康福祉課健康増進係（☎25－5686）

10月の胃がん・肺がん（結核）
検診日程 ※申し込み不要
受付時間

午前9時～ 11時

日程

会場

10/3（水）

荻川コミュニティセンター

新津健康センター

10/16（火） 小合地区コミュニティセンター
10/23（火）

新津健康センター
（女性専用日）
※②

10/24（水）

新津健康センター※①

10/31（水）

新津地区勤労
青少年ホーム

※①10月4日・24日は、肺がん（結核）
検診のみ午後も実施（受付時間 午後
1時半～ 2時半）
※②10月23日は、乳がん検診も同時
実施
（要予約）

開館日 毎週月曜～金曜、土曜（午前のみ）
開館時間 9：00 ～ 12：00、13：00 ～ 16：00
※月曜午前・水曜午前・木曜午後…ベビー（1歳7カ月末まで）
対象
※火曜午後のみ3歳11カ月までの入園しているお子さんの利用可

☎21 － 4152

セミナー受付時間9:00～17:00
ホームページ http://www.sodatinomori.server-shared.com/

タッチケアセミナー※9/18（火）受付開始
日時 10/15（月）10：00 ～ 11：50
対象・定員 ハイハイする前の赤ちゃんと
保護者・10組
参加費 200円
赤ちゃんのへや
日時 9/19（水）
午前
※ふれあいあそびなどは10：20 ～ 10：50
対象 ハイハイする前の赤ちゃんと保護者
フォトブックアレンジセミナー
※9/20
（木）
受付開始
日時 10/19（金）10：00 ～ 11：50
対象・定員 以前にフォトブックセミナー
に参加した人・10人
参加費 200円 ※保育料別途700円

テーマ
「江戸末期の小須戸地域」
～慶応2年（1866）の小須戸の町や村の人々の当時の暮らし～

10月12日
「築堤前の水田村を復元」
（金）
午前9時半 ～明治の建物台帳と土地更正図により築堤前の水田村を復元～
10月19日 ～ 11時半 「小柳家 旅日記を読み解く」
（金）
10月26日
（金）

～文政6年
（1823）
の小柳家の古文書
「西国巡礼道中記」
を詳しく読み解く～

「歴史の旅を楽しむ（茶話会）」
～歴史よもやま話～ 旅の楽しみかた、講座の振り返り、雑談、懇談

お知 らせ

＝日時

ふれあい福祉サービス協力会員募集

秋葉消防署 応急手当講習会

秋葉区社会福祉協議会ふれあい福祉サ
ービスは「困ったときは、お互いさま」の
気持ちからできた助けあい活動です。資格
は必要ありません。
活動内容 掃除、買い物、調理、
ゴミ出し、
外出付き添い ほか
活動謝金 1時間600円
■協力会員になるための研修会
9月20日（木）午前10時から
※毎月20日開催（土日祝日は翌日）
新津地域交流センター 2階
会員の心構え、登録方法など
秋葉区社会福祉協議会（☎24－8376）

第6回 秋葉区自治協議会

10/4（木） 荻川コミュニティセンター※①
10/6（土）

日時
10月5日
（金）

交通安全スポットタイム
日時 9/27（木）11：00 ～
内容 横断歩道の渡り方練習など
サロン
「絵本の選び方・楽しみ方・読み聞かせ」
日時 10/2（火）10：20 ～
講師 新津図書館職員
「みんなで楽しくリトミック」
日程 10/4（木）11：20ごろ
ベビーサロン「赤ちゃんの発達について
－気になる行動・ことばー」
日時 10/11（木）14：00 ～
対象 1歳7カ月末までの子と保護者
講師 稲場健さん（臨床心理士）

9月26日（水）午後1時から
秋葉区役所6階 601・602会議室
傍聴人数 先着10人 ※申し込み不要
地域総務課 企画担当（☎25－5672）

新津美術館所蔵品による
移動美術館2018
今年のテーマは「蒐（あつ）める楽しみ、
小さな優品たち」です。昨年度の新津美
術館新収蔵品の中から、優品・初公開の
作品などを展示します。
9月30日
（日）
まで 午前10時～午後7時
（毎週金曜は休館、日曜・祝日は午後
5時まで）
江南区郷土資料館1階 展示室
（江南区文化会館内）
新津美術館（☎25－1300）

航空自衛隊 新潟分屯基地
新潟救難隊見学会 参加者募集
新潟救難隊の仕事や、基地の設備など
を見学してみませんか。
10月11日
（木）
午前9時～午後0時15分
航空自衛隊新潟分屯基地 新潟救難隊
集合・解散場所 秋葉区役所
区内在住の人・先着40人
9月19日（水）から新潟市住みよい郷土
推進協議会 秋葉区支部事務局
（区民生
活課内☎25－5678）

女性向け再就職支援セミナー
10月12日（金）午後1時半～ 3時半
新津健康センター 第1健康学習室
結婚・出産・子育てなどで退職し、
再就職を希望する女性・先着20人
社会保険・税金、就職活動のポイント ほか
10月10日（水）までに健康福祉課 児童
福祉係（☎25－5683）
■無料保育有り（要申込）
生後6カ月～就学前児対象・先着12人

広告スペース

＝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

＝問い合わせ

10月13日
（土）
午前10時～ 11時半
秋葉消防署3階 研修室
心肺蘇生
（そせい）
法、AED（自動体外式
除細動器）
の使用方法
先着30人 ※動きやすい服装で参加
10月9日
（火）
までに市役所コール
センター（☎025－243－4894）
新潟市消防局 救急課 救急指導係
（☎025－288－3260）

秋葉区ボランティア連絡協議会主催
認知症サポーター養成講座
認知症についての知識を周りに伝えた
り、認知症の人やその家族を温かく見守
り、支援するサポーターを養成します。
10月19日
（金）
午後1時半～ 3時
新津地域交流センター 3階
認知症の症状や具体的な接し方 ほか
10月3日
（水）
までに秋葉区社会福祉
協議会
（☎24－8376）

ダイヤモンド婚・金婚祝賀会
11月2日
（金）
午前11時～午後1時
（受付は午前9時半から）
キャトル・セゾン
（新津4521－2）
①ダイヤモンド婚
昭和33年4月1日～昭和34年3月31日
に結婚した区内在住のご夫婦
②金婚
昭和43年4月1日～昭和44年3月31日
に結婚した区内在住のご夫婦
1人5,500円
※写真撮影を希望する方は別途写真代
10月15日
（月）
までに、はがきまたは
ファクスで①住所②ご夫婦の氏名
③婚姻年月日④電話番号を明記の
うえ、秋葉区社会福祉協議会
（〒956－0864 新津本町1－2－39、
23－3322）
秋葉区社会福祉協議会
（☎24－8376）

こども勉強会

参加者募集

ボランティアの大学生が受験勉強や学
校の宿題を指導します。
平成31年3月31日までの毎週日曜
（祝日・年末年始除く）
午前9時半～正午
江南区
（詳細は後日連絡）
市・県民税の所得割が課税されていな
い世帯の小学5年生～中学生
秋葉区健康福祉課保護係に設置して
ある申込書に必要事項を記入し、同係
へ
（秋葉区役所1階 15番窓口）
※年度内随時受付可。決定まで2週間程度
かかります。
同係
（☎25－5684）

電 話 番 号（ ☎ ）は 市 外 局 番 ０ ２ ５ ０ を 省 略 し て い ま す 。

日時 9月28日
（金）①午前9時半～ 11時
②午後1時半～ 3時
会場 新津健康センター
持ち物 母子健康手帳

育ちの森

日時 10月11日
（木）
午後1時半～ 2時受付
会場 新津健康センター
対象 4歳未満の子ども
持ち物 母子健康手帳、料金1,020円
申し込み 9月19日（水）から市役所コー
ルセンター（☎025－243－4894）

※申し込み不要

育児相談 ※申し込み不要

にいつ子育て支援センター

10月の子どもの集団フッ化物塗布

※要申し込み

地域学講座4年目の今年は、小須戸の歴史をいろ
いろな資料からたどっていきます。
会場 小須戸まちづくりセンター 会議室
定員 先着20人
申し込み 9月18日(火) ～ 10月2日
（火）
に小須戸
地区公民館(☎25－5715)

