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西区役所だより「にし」は、毎月第１・３日曜日に発行しています。　次号は７月 21日発行です。

第４回西区自治協議会
　傍聴を希望する人は直接会場へお越
しください。なお、会議の概要や資料
は、区政情報コーナーや西区ホームペ
ージでご覧になれます。未就園児の保
育希望者は、７月24日（水）までにお
問い合わせください。
日７月31日（水）午後３時から
場西区役所健康センター棟１階大会議室
人先着20人
問西区地域課（☎025-264-7161）

第１回いきいき西区ささえあいプ
ラン推進委員会
地域福祉を推進するために策定した

同プランの取組状況について、委員が
意見交換を行います。傍聴を希望する
人は直接会場へお越しください。
日７月22日（月）午後２時～４時
場西区役所健康センター棟３階大会議室
人先着10人
問�西区健康福祉課地域福祉係（☎025-
264-7315）

おはなしのじかん
　直接会場へお越しください。

　

問坂井輪図書館（☎025-260-3242）
　黒埼図書館（☎025-377-5300）
　内野図書館（☎025-261-0032）
※�西内野地区図書室は、坂井輪図書館へ

大人の部活 本と遊ぶボードゲーム会
　直接会場へお越しください。
日�７月20日（土）午後４時～８時(出入
り自由、12人まで入室可)

場坂井輪地区公民館
人高校生以上
持お気に入りの本�１冊
￥100円（茶菓子代）
問坂井輪図書館（☎025-260-3242）

催 し

会場 ７月 時間 内容

坂井輪
図書館

毎週月曜
10:30～12:00
14:30～16:00
（希望の時間に
1組10分程度）絵本の読み聞かせ

13日（土）10:30～11:0027日（土）

黒埼
図書館

毎週水曜
10:30～11:00

絵本の読み
聞 か せ、17
日（水）はわ
らべうた毎週土曜

内野
図書館 毎週金曜

10:30～12:00
（希望の時間に
�１組10分程度）

絵本の読み
聞かせ

西内野
地区図書室 毎週土曜 14:00～14:30 絵本の読み聞かせ
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◆ パソコンの町医者
日�７月９日（火）午後１時30分～４時
場内野まちづくりセンター
内�パソコン操作の相談や学習会
人ノートパソコンを持参できる人�先着10人
申あす８日（月）までに電話で同館

◆男性料理教室体験会
日�７月25日（木）午前10時～午後０時30分
内�ナスの肉はさみ焼き、グリーンス
ムージー、ほか

人男性�先着10人
持エプロン、三角巾、布巾、手ふき
￥500円（材料代）
申電話で同館

◆ 夏休みジュニア体験教室
人西区在住の小学生�各先着25人
　和紙ちぎり絵体験
日�７月30日（火）午前９時30分～正午
持�おしぼり、飲み物、タオル、作品を
入れる袋

￥300円（材料代）
申26日（金）までに電話で同館

サマーキッズダンス
日�８月８日（木）午前９時30分～正午
持�動きやすい服装、タオル、上履き、
飲み物、着替え

申８月５日（月）までに電話で同館

◆おもちゃ病院in小針青山公民館
おもちゃの修理
直接会場へお越しください。

日７月13日(土)午後０時30分～３時
￥�実費負担の場合あり
　夏のお助け隊
日�７月30日(火)①午前10時～午後２
時30分②午前10時～正午

内�①人感センサー付き録音再生ボード
づくり②静電気であそぼう

人�①小学４～６年生�先着20人②小学
１～４年生�先着10人

持①昼食、飲み物②飲み物
￥�①600円
申�あす８日(月)午前９時から電話で同館

◆ 公民館で昔を知る 勾玉づくりと古
代体験

日７月29日（月）午前10時～正午
人小学生�先着24人
持飲み物
￥�200円（材料代）
申�あす８日(月)午前９時から電話で同館

黒埼北部公民館 ☎025-232-0077
〒950-1106　ときめき西4-1-1
ﾒｰﾙ kurosaki.co@city.niigata.lg.jp

日＝日時　場＝会場　内＝内容　講＝講師　人＝対象・定員　持＝持ち物
￥＝参加費（記載のないものは無料）　申＝申し込み　問＝問い合わせ

情報プラザ
★メールでの問い合わせ、申し込みは、
携帯電話の迷惑メール対策（ドメイン拒
否）などにより、担当課から返信できな
い場合があります。送信する前に設定の
確認・変更をお願いします。

お 知 ら せ

◆ さかいわワンダーランド
日�８月２日（金）午前10時～正午
内�非常食・ひんやりスイーツづくり
人小学生�先着24人（保護者の参加可）
持�エプロン、三角巾、布巾、飲み物
￥500円（材料代）
申�９日（火）10時からメールで件名「非
常食」、住所、氏名、年齢、電話番
号を明記、または電話で同館

◆ 夏休み子どものためのサークル体験教室
直接会場へお越しください。

人小中学生（保護者の参加可）

高齢者やその家族の相談窓口
　心配ごとや悩み事の相談を無料で受
けています。
◆一般相談
日�毎週月曜～金曜午前９時～午後５時
(祝日、年末年始を除く)

◆法律相談　※要予約
日�７月８日（月）、16日（火）、22日（月）
29日（月）午後１時30分～４時

申�新潟県高齢者総合相談センター (中
央区上所２新潟ユニゾンプラザ、☎
025-285-4165)

◆認知症相談
日�毎週月曜～金曜午前９時～午後５時
(祝日、年末年始を除く)

申�新潟県認知症コールセンター (☎
025-281-2783)

脳卒中講座
日７月20日（土）午前10時～11時
場新潟脳外科病院（山田）
内脳卒中で活用できる制度、ほか
人先着80人
申電話で同院（☎025-231-5120）

元気と健康の教室 肩が上がって気
分も右肩上がり！
日７月27日（土）午後２時～３時
場五十嵐コミュニティハウス
持タオル、動きやすい服装
申同教室受付（☎025-288-6833）

小針青山公民館 ☎025-230-1071
〒950-2022 小針2-24-1 第4月曜休館
メール  nishi.ci@city.niigata.lg.jp

<広告欄>

 西地区公民館  ☎025-261-0031
 〒950-2112　内野町603

メール  nishi.co@city.niigata.lg.jp

公 民 館

坂井輪地区公民館 ☎025-269-2043
〒950-2055　寺尾上3-1-1
ﾒｰﾙ sakaiwa.co@city.niigata.lg.jp

期日 内容

７
月

21日（日）午前10時から 防災グッズ作り
22日（月）午前10時から 水墨画制作見学
22日（月）午後１時から 民謡
23日（火）午前10時から 卓球
23日（火）午後１時から 書道教室見学
24日（水）午後１時30分から 箏
25日（木）午前10時から 古文書解読
25日（木）午後１時30分から 箏・尺八
26日（金）午前10時30分から 木彫作品制作見学
27日（土）午前10時から 大正琴
27日（土）午後１時から 囲碁

８
月

１日（木）午前10時から レクダンス
１日（木）午後１時から 民謡民舞
２日（金）午後１時から 漢詩・和歌吟唱
３日（土）午前10時から 箏
３日（土）午後１時から 囲碁
６日（火）午前10時から ストレッチなど
６日（火）午後２時から マジック
８日（木）午前10時から 古文書解読

７月21日は参議院議員通常選挙の投票日
貴重な１票を無駄にせず、投票に行きましょう
問い合わせ　�西区選挙管理委員会事務局（西区総務課内☎025-264-7112）

期日前投票を実施しています
日時　７月20日（土）まで　午前８時30分～午後８時
会場　西区役所健康センター棟、

　西出張所、黒埼出張所
選挙公報を配布します
　候補者の政見などを記載した選挙公報を、
７月10日（水）から各世帯へ配布します。

消波ブロックの間は離岸流発生の危険性が高くなります。
遊泳区域内でも急に水深が深くなる場所があります。

　８月18日（日）まで、青山海岸と内野浜（新川左岸、五十嵐３の町地内）に
海水浴場を開設します。監視員の指示に従い、ほかの人の迷惑にならないよ
う、安全に海水浴を楽しみましょう。

問い合わせ　西区 農政商工課 食と産業振興室（☎025-264-7623）

問い合わせ　西区 区民生活課 生活環境係(☎025-264-7261)
海の日 海岸一斉清掃に参加しましょう

　海の日に合わせて、市内各地
の海岸で一斉に行います。軍手、
ごみ袋は用意します。当日の実
施の有無については、各会場に
お問い合わせください。また、

実施会場 問い合わせ
四ツ郷屋浜 小川☎025-239-2096
内野上新町浜 古俣☎025-262-3237
五十嵐３の町浜 山口☎025-263-8263
五十嵐２の町浜 周藤☎025-261-1297
大学寮裏浜から青山
海岸までの８会場 前川☎025-267-5572

７月15日（祝)午前６時から日時

青山海岸・内野浜海開き７月13日（土）
オープン

内野浜海水浴場

遊泳区域

消波ブロック 消波ブロック 消波ブロック

国道 402 号至 巻 至 青山入
口

新川

海浜事務所
トイレ

青山海岸海水浴場

遊泳区域

国道 402 号至 内野 至 関屋

消波ブロック消波ブロック消波ブロック

至 小針十字路

無料駐車場

なぎさふれあいセンター

海浜事務所

有料駐車場
浜茶屋

トイレ

市民グループなどから寄せられた催し物
案内を掲載しています。詳細は、主催者
にお問い合わせください。

ふれあい掲示板

小針中学校
地域と学校ウエルカム参観日
問い合わせ　西区教育支援センター

　（☎025-264-7530)
　学校の特色ある取り組みを地域
の人に公開しています。生徒の様
子を見に来ませんか。

日時 ７月17日（水)
午前10時～午後２時25分

持ち物

防災学習の発表・防災体験

申し込み ９日（火）までに電話で同
校（☎025-267-1851）

対象
内容

内履き、体験に参加する人
は飲み物と動きやすい服装

西区在住の人

注
意

会場の詳しい位置
は、区ホームペー
ジ（右二次元コー
ド）に掲載してい
ます。


