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

　直接同センターへお越しください。

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）
�　�毎日正午～午後１時30分、５日（木）、
12日（木）の午前中は入館できません。

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

●リズムでタンタン
日時　�９月13日（金）午前10時30分～

11時10分
内容　リズムあそび
講師　本田久栄（寺尾幼稚園�音楽療法士）
対象　未就園児と保護者

●工作ランド 木の魚をつくろう！
日時　９月14日（土）午後２時～３時
対象　小学生
参加費　200円（材料代）

■股関節検診�
対象　�令和元年６月生まれ
■１歳６カ月児健康診査
対象　�平成30年１・２月生まれの一部
■３歳児健康診査
対象　�平成28年２～５月生まれの一部
※�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

９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15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　４日（水）から

赤ちゃん＆こどもの食生活
申し込み　新潟市役所コールセンター

（☎025-243-4894）

10月 会　場 定員
２日（水）坂井輪健康センター 先着30人
23日（水） 黒埼健康センター 先着20人

■ステップ離乳食　要申し込み
日時　10月２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　４日（水）から

日時　９月11日（水）午後１時～１時45分
会場　坂井輪健康センター
持ち物　�母子健康手帳

■ 妊婦歯科健診

■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
９月 10日（火）
午後１時 30分～３時●

西地域保健
福祉センター

９月 18日（水）
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

９月 25日（水）
午前９時 30分～ 11時●

黒埼健康
センター

    ぱくぱく幼児食
日時　10月８日（火）午前10時～11時30分
会場　坂井輪健康センター
対象　�１歳６カ月前後の子どもの保護

者�先着15人（�保育あり）
内容　栄養士の話、試食　
持ち物　�母子健康手帳
申し込み　�４日（水）から西区健康福祉

課健康増進係（☎025-264-
7423）

　★は要申し込み、●は直接同館へ

★ オータムランチ
日時　�９月21日（土）午前10時30分～午

後１時30分
会場　�西区役所健康センター棟３階
内容　�きのこハンバーグ、ごはん、レタ

スとベーコンのスープ、かぼちゃ
白玉のあんクリーム

講師　片桐佳子（栄養士）
対象　小学生�先着12人
持ち物　エプロン、三角巾、タオル
参加費　400円　　
申し込み　電話で同館
●チャレンジ工作
９月10日（火）まで「ストローコプター」
11日（水）～20日（金）「ぽこぽこ」
21日（土）～29日（日）「うなり板」
●ピヨピヨクラブ【毎週水曜】※
�９月４日「自由あそび」
　　11日「お月見�足形アート」
対象　０～２歳未満児と保護者
●うさちゃんクラブ【毎週金曜】※
９月６日「水あそび」
　　13日「リズムでタンタン」
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�20～30分程度のプログラムあり）

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

みんなで元気に いち、に、さん！

　８月10日、夏休みの風物詩「夏期巡回ラジオ体操・みんなの体操会」が西
総合スポーツセンターで開催されました。（株）かんぽ生命保険、ＮＨＫ、Ｎ
ＰＯ法人全国ラジオ体操連盟が主催するもので、本市での開催は６年ぶり。
　この日は約1,800人が来場。元気な声がNHKラジオ第１放送・NHK国際
放送を通して、全国・世界に届けられました。

　８月４日、五十嵐小学校区コ
ミュニティ協議会主催の防災訓練
が同小学校グラウンドで開催され
ました。これは同協議会が防災訓
練を通して、地域で共に助け合う

「共助」を知ってもらい、災害時に
被害を最小限に抑えようと企画し
たもの。
　この日は、最高気温32℃の中、
約350人が参加。十分に水分や休
憩をとりながら、西消防署職員か
ら人身救出・救護方法を学んだほ
か、地震体験車で震度７の揺れを
体験したり、火災時の家屋に充満
する濃煙体験をしました。

共助のチカラで被害を減らそう

内野まつり 問い合わせ　
同まつり実行委員会（新潟西商工会内）

（☎025-262-2316）

９月 時　間 内　容

13日（金）19:00～21:00（小雨決行） 大民謡流し

14日（土）

10:00から ◎ バンドフェスティバル（内野小、内野中、新潟西高校）
11:30~12:00 ◎ フラダンスパフォーマンス
13:30~14:30
（雨天中止） ◆ 消防コミュニティパーク（水消火器体験、防火衣試着、ひまわり隊の紙芝居、ほか）
16:30~19:30 みこし渡御
17:30~21:00 町内山車引廻し　

15日（日）

9:30~12:30 みこし渡御

10:00から
（雨天中止）

マーチングパレード（内野小、内野中、新潟西高
校、日本文理高校、内野スポーツ少年団、空手
道新潟西少年団）

12:30~15:30 町内山車引廻し
18:30~20:30 ☆ カラオケ大会(ゲスト：葉月みなみ）

◎、◆は内野まちづくりセンター第２駐車場（◎のみ雨天の場合、同
センター交流スペース）、☆は同センターホール

　民謡流しやバンド演奏、みこし渡御、マーチング、町内ごとの山車引廻し
など内容盛りだくさん。夏の終わりの内野町をご堪能ください。

９月13日（金）～15日（日）日時
内野四ツ角会場

問い合わせ　米舞フェス実行委員会（☎025-269-7749）

収穫祭！亀貝米舞フェス

９月21日（土）・22日（日）午前11時～午後８時
ラベストゆうパーク（亀貝1257）

（雨天の場合、いっぺこ～と（亀貝3066））

日時
会場

　飲食ブース、フリーマーケット、ヨーヨー釣りや輪投げなど楽しみいっぱ
い！21日にステージイベントや大抽選会、22日にはターゲット・バードゴル
フもあります。ぜひ家族でお出かけください。

両日開催　フリーマーケット、屋台村、子ども広場、健康広場内容

ターゲット・バードゴルフ
時間　 午後１時～４時

■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）
①10月17日（木）午後１時15分～１時30分
②11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　�令和２年３・４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　�18日(水)から西区健康福祉課

健康増進係(☎025-264-7423)

米舞音祭
時間　 午前11時～午後７時
出演　�RYUTist（りゅーてぃす

と）、炎の天狐トチオン
ガーセブン、坂本友愛、
にいがた総おどり響連、
新潟大学ダンスチーム�
MIMA（ミーマ）、ほか

大抽選会
時間　 午後６時から（午後５時

20分から発券）
費用　100円（参加費）
定員　先着500人

21日
開催

21日
開催

22日
開催


