
33西区役所だより に し令和元年７月７日

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 10月 20日発行です。

33西区役所だより に し令和元年 10月６日

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。

<広告欄>

第７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、11日（金）までにお問い
合わせください。
日10月28日（月）午後３時から
場西区役所健康センター棟３階大会議室
人先着20人
問西区地域課（☎025-264-7161）

五十嵐コミュニティハウスの管理
人を募集
　詳しい勤務条件、応募方法などはお
問い合わせください。
勤務時間　�午前８時30分～午後３時

30分、午後２時30分～９
時30分の交代制�週４日

休日　�月曜、祝日、年末年始、ほか
業務内容　施設管理業務全般
給与　時給950円
採用人数　�65歳以下で防火管理者資

格取得、または取得可能な
人�１人

応募期限　�11月20日（水）までに五十嵐
小学校区コミュニティ協議
会事務局（☎025-260-6600）

◆子育てパパへの特選講座
申23日（水）までに新潟市電
　子申請サービス「かんたん
　申し込み」（右二次元コー
　ド）または電話で同館
　気軽にサーキットトレーニング
日11月3日（祝）午前10時～正午
内�ボクシングの要素を取り入れた有酸
素運動と筋力トレーニング

講�城元剛（総合フィットネストレーナー）
人�子育て中の男性�先着40人（持病のあ
る人はお知らせください）

持動きやすい服装・靴、タオル、飲み物
　子育て世代のライフプラン
日12月7日（土）午前10時～正午
内子育てにかかるお金の流れと金融知識
講川口由美（金融・証券インストラクター）
人子育て中の男性�先着20人
持筆記用具、飲み物

◆�おとな倶楽部�すっきり暮らすかた
づけ講座

日11月15日（金）午後１時30分～３時30分
講野口美奈子（整理収納アドバイザー）
人先着30人
持筆記用具、飲み物
申11月13日（水）までに電話で同館

お 知 ら せ

公 民 館

（坂井輪地区公民館続き）
◆子育てサロン�さかいわランド
直接会場へお越しください。

日�10月15日（火）、11月19日（火）午前
10時～11時30分

内自由あそび、絵本の時間

◆�プレママ楽級�生まれるまでの大切
な時間

時間　午前10時～正午
人�妊娠中の人�20人（応募多数の場合、
抽選。パートナーの参加可）

持飲み物、筆記用具
申22日（火）までに新潟市電
　子申請サービス「かんたん
　申し込み」（右二次元コー
　ド）または電話で同館

◆おもちゃ病院in小針青山公民館
直接会場へお越しください。

日10月12日（土）午後０時30分～３時
￥実費負担の場合あり

◆西新潟オープンカレッジ�教養学部
日10月21日（月）午前10時～正午
内�弁護士は見た！法律事務所の窓から
見たさまざまなシニアの問題

講鶴巻克恕（弁護士）
人先着30人
￥500円
申電話で同館

◆�小学生期家庭教育学級�イマドキの小
学生！大人が知らない子どもの世界

時間　午前10時～正午
人�先着30人（保育あり、生後６カ月以
上の未就園児�先着12人）

申あす７日（月）から電話で同館

◆雪待月の豆カフェ�布の花で招福飾り
日�11月６日（水）午後１時30分～３時30分
内�ちりめんで椿の正月飾りを作る
人�先着15人
持�裁縫道具、木工用接着剤、ピンセッ
ト、マイカップ

￥500円
申あす７日（月）～23日（水）に電話で同館

◆�幼児期家庭教育学級�上の子も下の
子もたいせつに育てたい

時間　午前10時～正午
人�未就学児の保護者�20人（応募多数の
場合、抽選。保育あり、生後10カ
月以上の未就園児�18人（応募多数の
場合、抽選））

持筆記用具、飲み物
￥100円（菓子代）
申�25日（金）までにメール（kurosaki.
co@city.niigata.lg.jp）に、「幼児期
申し込み」、郵便番号、住所、氏名、
電話番号、子どもの年齢、保育希望
の有無、保育を希望する場合は子ど
もの名前（ふりがな）、生年月日を明
記し、または電話で同館

11月 内容
８日（金）たくさんの「はじめて」の中で母になる
15日（金）先輩ママが伝える「我が家のスタイル」
23日（祝）親ゴコロはじめの一歩
30日（土）チーム夫婦で楽しい子育て

◆作品展示 　日10月14日（祝）～20日（日）午前９時～午後５時
◆生け花展示　日 10月19日（土）午前９時～午後５時、20日（日）午前９時～午後４時

小針青山公民館（☎025-230-1071）

10月 時間 内容

26日（土） 9:00～17:00 利用団体、地区内保育園児・福祉施設、黒埼中学校美術
部の作品展示、朗読会
27 日（日）のみ、音楽発表会、天然記念物黒埼蜀鶏日
本鶏保存会による品評会、黒埼軍鶏保存会による闘鶏
実戦（詳しくはお問い合わせください）

27日（日） 9:00～15:00

公民館文化祭

10月 時間 内容（★は体験会）

26日（土）

10:00～12:00 ★ 赤ちゃんマッサージ
10:00～16:00 ★ 囲碁の打ち方、将棋の指し方
10：30～11：50 音楽芸能発表（ギター、オカリナ、ウクレレ）
�9:00～17:00 利用団体、寺地保育園の年中・年少園児、福祉施設

利用者の作品展示

27日（日）

 9：00～15：00
10:00～12:00 ★ 赤ちゃんマッサージ
10:00～15:00 ★ 囲碁の打ち方、将棋の指し方
11:00～12:00 音楽芸能発表（アカペラ、弦楽合奏）

西地区公民館（☎025-261-0031）

黒埼地区公民館（☎025-377-1420）

黒埼北部公民館（☎025-232-0077）

直接会場へお越しください。

◆版画体験�二色刷りの世界を楽しもう！
直接会場へお越しください。

日�10月25日（金）午前10時～正午、午
後１時～３時

内�水彩・油彩絵の具を使った版画体験

◆うちのDEシネマ
直接会場へお越しください。

日�10月29日（火）午後１時30分から
内�トロッコ（116分）
人�先着80人

花の苗や種の無料頒布会
　直接会場へお越しください。
日10月29日（火）午前10時～11時30分
場平島公園(平島１）
内ガザニア、ハボタン、腐葉土、ほか
人西区公園愛護会、地域環境美化団体
持花苗や腐葉土を入れる袋
問�西区公園愛護連絡協議会・田中（☎
090-2754-9636）

10月 時間 内容（★は体験会）

19日（土） 10：00～12：00 講演会「鎧潟周辺の村々と新川」
�9:00～17：00 作品展示20日（日） �9：00～15：00

22日（祝） 10：00～12：00
★ 津軽三味線
★ 卓球

13：00～14：30 ★ 太極拳
23日（水） 13：00～15：00 ★ フォークダンスのつどい

25日（金） 10：00～12：00 ★ レクダンス・内野体操クラブ合同パーティー
13:30～15：30 ★ 昼下がりのダンスパーティー

26日（土）１0：００～１2：0０ 講演会「楽しい名字のお話」
27日（日）１3：００～16：30 芸能発表
29日（火） 10：00～12：00 外国人による日本語スピーチ発表会

10月 時間 内容（★は体験会）
14日（祝） 13：00～15：30 ふれあいコンサート（ポップス＆ハワイアン、クラ

シックギター、クラシックバレエ、子どもバレエ）
15日（火） 13：00～15：30 ★ 詩吟

16日（水） �9：30～11：30 ★ 楊名時太極拳
10：00～12：30 ★ お茶会体験

17日（木） 13：10～14：40 ★ 24式太極拳

18日（金）
15：30～17：00 ★ 自彊術体操（健康体操）
13：00～15：30
18：00～20：30 社交ダンスの集い

19日（土） 12：30～16：30 カラオケ発表会
20日（日） 13：00～16：30 芸能発表会

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

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

11月 内容（全２回）
１日

金
自己肯定感を育むには？今、親
としてできること

８日 「できる！」を伸ばす�ポジティ
ブ子育てのススメ

黒埼地区公民館�☎025-377-1420
〒950-1115　鳥原909-1
メール��kurosaki.co@city.niigata.lg.jp

11月 内容（全３回）
15日

金
下の子はアイドル？きょうだい
子育てのコツ

22日 パートナーを味方につける
29日 私の余裕をとりもどせ！

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

メール  nishi.co@city.niigata.lg.jp

問い合わせ　西部地域下水道事務所（☎025-370-6376）

日時　 10月20日（日）午前9時～正午
会場　 坂井輪雨水幹線下水道工事事務所

※ 駐車場はありません。公共交通機関をご利用ください。路線バスをご利用
の場合、大堀線「坂井村上」下車 徒歩約４分

　坂井から寺尾東3丁目の地下に建設中の「坂井輪雨水１号幹線」を見学し
ませんか。今しか入れない地下トンネルです。直接会場へお越しください。

坂井村上バス停

会場

坂井輪地下トンネル探検隊

内容　 地上作業基地見学、地下トンネル内
見学、工事ＰＲ動画視聴

対象　 地下トンネル内見学のみ 小学４年
生以上（工事現場の見学のためバリ
アフリー対応ではありません。歩行
に不安のある人は事前に問い合わせ
先までご連絡ください）

持ち物　動きやすい服装・靴
　（ヘルメット・軍手は用意します）

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


