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日頃の活動をたたえて

冬の寒さを吹き飛ばせ！スポーツ鬼ごっこ

早朝の佐潟で観察会

　11月10日、黒埼市民会館で西区自治会長・町内会長のつどいを開催しまし
た。長きにわたり自治会・町内会の代表として力を尽くされてきた会長の皆さ
まや、地域貢献により各コミュニティ協議会から推薦された個人へ感謝状と記
念品を贈呈しました。表彰された人は次のとおりです（敬称略）。

■ステップ離乳食　要申し込み
日時　２月６日（水）午前10時～11時30分
会場　坂井輪健康センター　
内容　離乳食の進め方、試食
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護
者�先着30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（持
っている人）

申し込み　９日（水）から

●スポーツチャレンジすぽちゃれ
日時　１月19日(土)午後２時～３時
内容　一輪車に挑戦！
対象　小学生

坂 井 輪 児 童 館
寺尾上3-10-42　☎025-269-3154
開館時間　午前９時～午後５時
休館日　�月曜日（祝日の場合は翌日）、

祝日の翌日
※�毎日正午～午後１時30分、１月10日、
17日の木曜の午前中、18日(金)の正
午～午後３時は入館できません。

●ウインターロードショー
日時　�１月14日（祝）
　　　午後２時15分～３時30分
内容　�トムとジェリー、ちびまる子ちゃ

んの火の用心、ほか
対象　�幼児と保護者、小学生
●ピヨピヨクラブ【水曜日】
１月９日「自由遊び」
　　16日「くるくるおもちゃを作ろう」※
対象　０～２歳未満児と保護者
●うさちゃんクラブ【金曜日】※
１月11日�「ゆうびんやさんごっこ」
　　18日�「でてこいおはなし�どうぶつ

いろいろかくれんぼ」
対象　２歳以上の未就園児と保護者
※�の時間は午前９時～正午（10時30分
から�30分程度のプログラムあり）
●「チャレンジ工作」
10日（木）まで「うり坊がスノボ」
11日（金）～20日（日）「紙コップけん玉」
22日（火）～31日（木）�「おにのぼうし」

■乳幼児に関する育児相談
持ち物　母子健康手帳
　●は栄養相談、★は歯科相談あり

期日・受付時間 会　場
１月８日（火）
午後１時 30分～３時●

西地域保健
福祉センター

１月 17日（木）
午前９時30分～ 11時●★
午後１時 30分～３時

坂井輪健康
センター

１月 21日（月）
午前９時 30分～ 11時●

黒埼健康
センター

※�対象者には案内と問診票を郵送し
ます。母子健康手帳と問診票を忘
れずにお持ちください
※�あらかじめ検診・健康診査の日程
と会場を指定しています。ほかの
日程・会場を希望する人は同係へ
お問い合わせください

■股関節検診�
対象　�平成30年９・10月生まれの一部
■１歳６カ月児健康診査
対象　�平成29年５月～７月生まれの一部
■３歳児健康診査
対象　�平成27年７・８月生まれの一部

１月の健診・相談など
西区�健康福祉課�健康増進係
（☎025-264-7423）

■はじめての離乳食　要申し込み

時間　午後１時30分～３時30分
内容　離乳食の進め方、試食
対象　�生後４・５カ月の赤ちゃんの保護者
持ち物　母子健康手帳、バスタオル
申し込み　９日（水）から

２月 会　場 定員
６日（水）坂井輪健康センター 先着30人
27日（水） 黒埼健康センター 先着20人

赤ちゃん＆こどもの食生活
新潟市役所コールセンター
（☎025-243-4894）

直接同センターへお越しください。

直接同館へお越しください。

H E A L T H  &  W E L F A R E

有 明 児 童 セ ン タ ー
西有明町１-80��☎025-267-7311
開館時間　午前10時～午後５時
休館日　日曜日、祝休日

■安産教室（全２回）　要申し込み
期日・受付時間（※教室は約２時間）
２月21日（木）午後１時15分～１時30分
３月28日（木）午後６時15分～６時30分
会場　坂井輪健康センター
対象　�2019年７・８月に出産予定の人�

先着15人
持ち物　�母子健康手帳、動きやすい服装、

飲み物
申し込み　16日（水）から

　12月９日、今年度４回目となる佐
潟探検隊を開催しました。参加したの
は小学生とその保護者約30人。ボラ
ンティア解説員の説明を聞きながら、
餌を求めて飛び立っていくハクチョウ
を観察しました。
　同センターは２月まで土日曜は午前
７時から開館しています。ぜひご活用
ください。　

　12月16日、西区自治協議会提案事
業のスポーツ鬼ごっこ西区Cup2018
を開催しました。
　スポーツ鬼ごっこは、従来の鬼ごっ
こにポイントを取り合う要素を加えた
スポーツです。各チーム攻めや守りの
作戦を練り、戦いに挑みました。
　この大会では、小学生カップと、大
人と子ども混合のファミリーカップ
が行われ、18チーム約130人が参加。
大人も子どもも寒さに負けじと走り回
り、ギャラリーから「もっと攻めて攻
めて！」などの声があがりました。

◆ 西区感謝状（左写真、左上から時計回り)

小
こばやし
林　信

のぶた
太（地域の交流増進活動）

髙
たかもり
森　良

よしひこ
彦（自治活動）

金
かねだ
田　政

まさき
樹（自治活動）

坂
さかぐち
口　健

けんじろう
次郎（児童の見守り活動）

岩
いわはら
原　三

みつお
男（児童の見守り活動）

木
き ど
戸　敏

さとし
（自治活動）

杉
すぎやま
山　茂

しげる
（自治活動）

小
こばやし
林　忠

ただよし
　（自治活動）

佐
さとう
藤　正

まさこ
子(文化振興活動)

壽
すはら
原　千

ちひろ
尋（児童の見守り活動）

神
か ご し ま
子島　秋

あきお
夫（児童の見守り活動）

長
は せ が わ
谷川　幸

ゆきお
雄（児童の見守り活動）

古
こまた
俣　敏

としお
夫（福祉活動）

◆在職期間20年（右写真、下段右から２人目）

若
わかすぎ
杉　清

せいじろう
次郎（小針高見台自治会）

◆ 在職期間10年（右写真、左上から時計回り）

大
おおたに
谷　一

かずお
男(木場八割自治会)

錦
にしきざわ
澤　德

とくさぶろう
三郎（木場川前自治会）

笹
ささがわ
川　勲

いさお
（内野町一番町自治会）

下
しもかわ
川　照

てるお
雄(坂井新町自治会)

中
なかむら
村　健

けんざぶろう
三郎（自由が丘自治会）

■母子健康手帳の交付＆妊婦健康相談
日時　１月９日(水)午後１時～１時45分
会場　坂井輪健康センター
持ち物　�妊娠届出書、同届出書に記載さ

れているもの

■�妊婦歯科健診
　当日に母子健康手帳の交付を受けた人
も受診できます。

時間　午後１時～１時45分
持ち物　�母子健康手帳

期日 会場
1月９日（水） 坂井輪健康センター
１月28日（月）西地域保健福祉センター

まちの話題 TOWN TOPICS
　身近な情報をお知らせください　☎２６４−７１８０　地域課 広報・広聴担当まで

親子の絆づくりプログラム
赤ちゃんがきた！

日時　�２月19日～３月12日の毎週火曜
　　　午後１時30分～３時30分（全４回）
会場　坂井輪児童館
対象　�平成30年９月～11月生まれの

第１子と母親�先着20組
申し込み　�あす７日（月）からメール

(saa109kosodate@gmail.
com)に氏名、電話番号を
明記し、子育て応援隊249
（にしく）へ。応募者全員に
受理確認の連絡をします

問い合わせ　�西区健康福祉課こども支
援係（☎025-264-7343）

●�卓球道場
日時　１月19日(土)午後２時～３時
対象　小学生
●親子で遊びましょう【毎週火・水・金曜】
時間　午前10時30分～11時30分
対象　未就園児と保護者
●子育て相談　※要予約
日時　�毎週水曜日午前10時30分～11時

30分、午後１時～２時

小瀬の「そら豆」おいしいよ！
　12月６日、ファーマーズマーケット・
いっぺこ～とで、小瀬小学校の３・６
年生が地域で作られるソラマメをPRす
る「小瀬のそら豆�最高day」が開催され
ました。
　３年生が総合学習で栽培したソラマ
メを加工した「そら豆甘納豆」を配布し、
試食をしてもらいながら地域への思い
や地域学習の成果などを発表しました。
　そら豆甘納豆を試食した人からは「普
通の甘納豆よりおいしい」「歯ごたえが
いい」「どこで売っているの」など、うれ
しい感想が聞かれました。

そら豆甘納豆をお分けします
　同校では「ファミリー参観日」に、こ
の甘納豆を120袋限定でお分けしま
す。詳しくはお問い合わせください。
日�１月18日（金）午前10時から
場小瀬小学校（小瀬637）
￥活動協力金として１袋100円
問☎025-261-1401




