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北地区スポーツセンター 秋期スポーツ教室

集団検診のお知らせ（９・10月）
Ü健康福祉課健康増進係（☎387-1340）

９月 時間 会場 対象地区

 ９（木） ９:00 ～ 11:00 北地域保健福祉センター 松浜地区
13:30 ～ 15:00 つくし野自治会館 濁川地区

21（火）
９:00 ～ 11:00 北地区コミュニティセンター

南浜地区13:00 ～ 13:30 南浜連絡所
14:30 ～ 15:00 太郎代自治会館

30（木） ９:00 ～ 11:00 北地域保健福祉センター 松浜地区
30（木） 13:00 ～ 15:00 北地域保健福祉センター（女性のみ）北地区全域

肺がん検診（申し込み不要）
Ç40歳以上（令和４年３月31日現在の年齢）
　・郵送されている個人記録票は自宅で記入してきてください
　・会場の密を避けるため、比較的すいている受付時間後半をおすすめします
　・お住まいの対象地区での受診にご協力ください

　９月は「がん征圧月間」です。まだ検診を受けていない人はこの機会にぜ
ひ受診してください。

10月 時間 会場 予約開始日 申し込み先
12（火）

９:00 ～11:30

北地区コミュニティ
センター ９/27（月） 新潟市医師会メジカルセンター

☎240-4134
平日　９:00 ～ 16:30

※定員（各日40人）になり次第、
受け付け終了21（木） 北地域保健福祉

センター 10/１（金）

Ç40歳以上（令和４年３月31日現在の年齢）
　・郵送されている個人記録票は自宅で記入してきてください
　・予約開始日の午前中は電話が集中し、つながりにくいことが予想されます

胃がん検診（要申し込み）

10月 時間 会場 予約開始日 定員 予約・申し込み
19（火）９:00 ～11:00 早通いするぎ荘 ９/19（日） 65人 市役所コールセンター

☎243-4894
８:00 ～ 21:00　年中無休

※定員になり次第、
受け付け終了

26（火）９:30 ～15:30 豊栄健康
センター ９/25（土） 130人

乳がん検診（要申し込み）
Ç40歳以上の偶数年齢（令和４年３月31日現在の年齢）の女性が対象です。
※令和２年度に受診しなかった人も対象

持ち物： 健康保険証、がん検診受診券、自己負担金、記入した個人記録票（肺
がん・胃がん）、バスタオル（乳がんのみ）

 ・ 検査をしやすい服装で来てください。検診着の利用は有料（200円）です

集団検診を受けるときの注意事項

<広告欄>

開催回数　 ④⑤⑥⑦は７回、その他は10回　
　　　　　※教室によって時間(45 ～ 60分間)が異なります
Ç15歳以上(中学生を除く)　※⑮⑯は60歳以上
Ö９月19日(日)までに、直接窓口、ホームページ、または電子メール
(kitaspo@niigata-kaikou.jp）に①会員カード登録番号②教室名(複数の場
合全て)③氏名(ふりがな)④電話番号を明記し同センター（☎258-0200）
※申し込み多数の場合は抽選　注：事前に会員カードの発行が必要

教室名 定員 初日 曜日 開始時刻 参加料（円）

①カラダ引き締めトレーニング 30人
10/ ４ 月

９:45 3,300
②エアロビクス 40人 10:30 4,400③バレトンS･S 30人 18:30
④骨盤矯正エクササイズ

各30人

10/13 水

９:45

3,100⑤ズンバ 13:45
⑥スロー＆コアトレーニング 19:10
⑦ボックスキック 20:05
⑧ラテンダンスエクササイズ

10/ ７ 木
９:45

4,400

⑨やさしいヨガ 13:15
⑩フラダンス 14:30
⑪リラックスヨガ

10/ １ 金

13:15
⑫ズンバゴールド 14:30
⑬リフレッシュヨガ 18:30
⑭ピラティス 19:30
⑮高齢者のための筋力アップ 各45人 10/ ４ 月 13:30 2,200⑯高齢者のためのいきいき健康 10/14 木

※開催日程が変更になる場合があります

エンジョイスポーツ in 北区 2021
Ü新潟市北区スポーツ協会（事務局：北区産業振興課内　☎387-1195）

競技別大会
種目・開催日・会場 内　容 参加費 申し込み

ゲートボール
10/ １（金）

長浦農村公園

各コート４チーム
によるリーグ戦
(参加チーム数によ
り変更あり)

1,000円／
チーム

（参加費を添え
て申し込み）

９/22(水)までに
北区ゲートボール
協議会事務局
山田　

（☎/FAX 387-2174）

★テニス
10/10（日）
予備日10/17（日）
※予備日開催の
場合は、再募集

豊栄総合体育館
テニスコート

女子ダブルス
（午前７時50分～）
男子ダブルス

（午前９時～）
ミックスダブルス

（午後２時～）
※両種目エントリー可

※北区以外の人は、
参加制限あり。

１種目
3,000円／組

（大会当日納入）
※両方とも
北区以外
のペアは
4,000円／組

10/ ５（火）までにメー
ル(kitakutennis@
yahoo.co.jp)に
氏名、所属、住所、
電話番号、参加種
目を明記し北区テ
ニス連盟事務局
(☎050-5241-4839)

★バスケットボール
10/17(日）

豊栄総合体育館

一般男子の部
（Aクラス、ℬクラス)
一般女子の部

5,000円／
チーム

９/20（祝）までに 
北区バスケットボール
協会事務局
佐藤

（☎090-3753-7891）

Ä10月２日（土）午前９時～正午
Å北地区スポーツセンター
Ç小学生以上の６人１チーム先着20組
Ö同センター (☎258-0200)

★の大会要項と申込書は豊栄総合体育館に設置しています。

新型コロナウイルス感染症の影響に
より中止する場合があります。フロアカーリング交流戦

教室名（全10回） 定員 初回 曜日 時間
①フラダンス（夜） 40人

10/５ 火
18:50 ～ 19:50

② 不調改善！女性のための
　ボディケア　（女性のみ） 40人 20:00 ～ 21:00

③いきいき健幸トレーニング 30人

10/６ 水

10:00 ～ 11:30
④ やさしいペルビック（骨盤）ヨガ 40人 13:30 ～ 14:30
⑤すこやかピラティス 40人 19:00 ～20:00
⑥汗をかいてシェイプアップ 40人 20:10 ～21:10
⑦やさしい有酸素運動 40人

10/７ 木

９:30 ～10:30
⑧フラダンス（午前） 20人 11:00 ～12:00
⑨やさしい健幸たいそう 40人 13:30 ～ 14:30
⑩ペルビック（骨盤）ヨガ 40人 20:00 ～ 21:00
⑪太極拳 40人

10/１ 金
10:00 ～ 11:30

⑫ソフトエアロビクス 40人 13:30 ～ 14:30
⑬ やさしい有酸素＆筋トレ１部
（文化会館） 20人

10/５ 火

９:30 ～10:30

⑭ やさしい有酸素＆筋トレ２部
（文化会館） 20人 10:45 ～ 11:45

⑮ルーシーダットン（文化会館） 25人 13:30 ～ 14:30
⑯ルーシーダットン（長浦コミセン） 20人 10/６ 水 13:30 ～ 14:30

Å①～⑫豊栄総合体育館　⑬⑭⑮北区文化会館　⑯長浦コミュニティセンター
Ç③⑦⑨⑬⑭50歳以上、その他15歳以上
É年度会員4,000円　第３期のみ参加5,100円

９月は無料体験月間
上記教室のほか子ども向け各種スポーツ教室が１回無料で参加できます。

ハピスカとよさか　第３期（10 ～ 12 月）
ヘルシーエクササイズ教室
Öハピスカとよさか（☎386-7522、祝日を除く月曜休館）

　催しや検診などに参加する場合は、マスクの着用・自宅での検温を
お願いします。
　体調がすぐれない場合などは、参加を控えてください。

北区文化会館からのお知らせÜ同館（☎388-6900）

日　時　10月10日（日）　午後２時開演
入 場 無 料　�※同館で配布している入場券が必要です。

定員に達し次第配布終了　
　　　　　　就学前児入場OK
【演奏曲目】　�序曲「祝典」、フランス民謡ファンタジー

ほか　※曲目は変更になる場合があります

詳細はこちら

北区ジュニア吹奏楽団
第６回定期演奏会
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