
65歳以上の市民の方は「シルバーチケット」の登録で、区内バス運賃が半額になります。地域総務課にて受け付け中です。
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　西蒲区内にある4つの図書館では、皆さんの暮らしの中で生まれた身近な疑問の解消や調べものに役立ちそうな資料を紹介したり、
親子で楽しめるイベントを開催したりしています。
　調べたいことがあるときや、親子でゆっくりと時間を過ごしたいときには、ぜひ図書館を利用してください。

　皆さんの調べものに役立ちそうな資料を紹介する「レファレン
ス（調査・研究）サービス」を行っています。過去にはこんな質問
がありました。

　図書館にはたくさんの絵本や児童書があり、紙芝居や子ども向けのCD・DVDなど
も貸し出しています。区内の図書館全てに、靴をぬいでゆったりと本を読むことができ
るスペースがあるので、親子で楽しい時間を過ごせます。

　子どもたちに本の楽しさを知ってもらうため、
ボランティアグループと協力して絵本の読み聞
かせを行っています。また、小さいお子さんと家
族が気軽に図書館を利用できるよう「赤ちゃん
タイム」も行っています。

•ボケの実のジャムの作り方が知りたい！
•鯛車は全国にもあるの？
•自由研究で「花ことば」を調べています
　たくさん載っている本はありますか？

問い合わせ 
西川図書館
（☎0256-88-0001）

　西蒲区内にある4つの図書館では、皆さんの暮らしの中で生まれた身近な疑問の解消や調べものに役立ちそうな資料を紹介したり、

あなたの暮らしに図書館を♪あなたの暮らしに図書館を♪

西蒲区の図書館はこちら！ぜひお近くの図書館をご利用ください!
西川図書館
〒959-0422
西蒲区曽根2046　
☎0256-88-0001

　町内会や自治会、地域の茶の間、福祉施設やお店などに団体向けの資
料を貸し出します。最大100冊まで、1カ月借りられます。本を選ぶのが大変
という方には、テーマ別のセットもあります。まずは図書館にご相談ください。

※他にも西川図書館で「行政書士無料相談会」や「読書会」を開催
※今後のイベント予定については、各図書館へ問い合わせてください。図
書館のホームページにも随時掲載しています

　区内の図書館で開催している「おはな
しのじかん」に参加すると、スタンプ
カードがもらえます。スタンプを5個集め
た人には、ポストカードをプレゼント！

　子育てに困ったら図書館へ。区内の全
ての図書館に子育て応援コーナーを設け
ています。妊娠、出産から名付けや離乳
食、しつけまで、子育てに役立つ資料を
たくさん揃えています。

　新潟市立図書館では、対象年齢ごとに
ブックリストを発行しています。子ども
への絵本選びに迷ったら、ぜひ参考にし
てください。
　図書館の職員も絵本探しのお手伝いを
しますので、気軽にご相談ください。

BOOKPACK

　西川図書館では、医療や介護などそれぞれの棚に分かれていた認知
症に関する図書を1カ所に集めた「認知症にや
さしい本棚」を設置しています。
　誰もがなり得る「認知症」の理解を深めたり、
悩んだときの解決のヒントになったりするような
図書を置いています。関係機関が発行するパ
ンフレットやチラシも置いているので、気軽に情
報を入手できます。

西川図書館　「認知症にやさしい本棚」

岩室図書館
〒953-0132　
西蒲区西中889-1　
☎0256-82-4433

潟東図書館
〒959-0505　
西蒲区三方10　
☎0256-70-5141

巻図書館
〒953-0041　
西蒲区巻甲4262-１　
☎0256-73-5066

（図書館の団体貸出制度） 地域に本棚を作りませんか?

いろいろなイベントも実施しています！

知りたいことがあったら図書館へ

の絵本や児童書があり、紙芝居や子ども
区内の図書館全てに、靴をぬいでゆったり

で図書館に
　遊びに行こう

お絵かき＆読み聞かせスぺシャル

本の森コンサート

チャレンジ！　子ども図書館員

実際にあった疑問・質問

　毎週火曜　午前11時～同30分
★毎週土曜　午後2時～同30分
　※4月から開催時間変更予定
★毎週日曜　午前11時～同30分
　毎週土曜　午前11時～同30分
　第1・3土曜　午前11時～同30分
　毎週土曜　午前11時半～正午
　毎週金曜　午前11時～同30分
★第2・4日曜  午後2時～同30分

西川

図書館 おはなしのじかん 対　象 赤ちゃんタイム

乳幼児から

毎週火曜
午前10時～午後1時

毎週土曜
午前10時～正午

毎週金曜
午前10時～午後1時

0～2歳児

乳幼児から

岩室

潟東

巻

★は、ボランティアグループによる読み聞かせ

ででででででででででで親子親子

おはなしのじかん・赤ちゃんタイム

他にも楽しい取り組みが盛りだくさん

●集めて楽しいスタンプカード

●子育て応援コーナー

●うちどくブックリスト

岩室図書館 平成30年4月

潟東図書館 平成30年7月

巻図書館 平成30年6月

豊かな自然
豊かなこころ
西蒲区

豊かな自然環境や観光資源に恵まれた、人と人が温かくふれあうまち
【編集・発行】新潟市西蒲区役所　地域総務課
〒953-8666
新潟市西蒲区巻甲2690番地1
電話 0256-73-1000（代表）
FAX  0256-72-6022

第286号
平成31年（2019年）
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平

3月3日
http://www.city.niigata.lg.jp/nishikan/

● 西蒲区データ　　人口 57,058人（－85）　世帯数 20,376世帯（＋4）　男 27,617人（－53）　女 29,441人（－32） ※1月末現在の住民基本台帳。
　カッコは前月末比



＝日時　日 ＝参加費（記載のないものは無料）￥ ＝申し込み（記載のないものは申し込み不要。当日直接会場へ）　申＝会場　場 ＝内容　内 ＝対象・定員　人 問＝問い合わせ

不要品を提供しませんか?

◆「枝葉・草」として回収できないもの

ま
ち
の
話
題

おひなさまの飾り作り

《広告欄》西蒲区役所ホームページに掲載するバナー広告を募集中！　　地域総務課（☎0256-72-8179）

♡3歳児健診
　3月19日(火)午後0時45分～1時
半
　巻地域保健福祉センター
　平成27年9月生まれの幼児
持ち物　母子健康手帳、問診票、
尿、フッ化物塗布希望者は1,020円

※3歳児健診、股関節検診・母体保
護相談の対象者には、個別に案内
を送付しています

♡股関節検診・母体保護相談
　3月20日(水)午後1時半～2時半
　巻地域保健福祉センター
　平成30年11・12月生まれの乳児
持ち物　母子健康手帳、問診票、
超音波（エコー）検査料2,800円

♡育児相談会
　3月26日(火)午前9時半～11時
　巻地域保健福祉センター
　個別相談、体重測定、栄養相談、
歯科相談
　乳幼児の保護者
持ち物　母子健康手帳

☎☎☎0256-72-83720256-72-8372

母子保健だより母子保健だより
問

午後0時455分～1時

♡股
　3
巻　巻
　平
持ち
超音

♡育
3

777222222

だよだよだよりりりりりりり

　2月14日と15日、巻子育て支援センター（世代交
流館どんぐりの舎）で、ひな飾り作りが行われました。
当日はたくさんの親子連れがセンターを訪れ、子ど
もたちは保護者と一緒に、台紙に色紙を貼り付けた
り、ひな人形の顔を描いたりして素敵なひな飾りを作
り上げていました。
　作品に描かれたひな人形の顔はどれもかわいら
しく、子どもたちも口 に々「かわいくできた」と話すな
ど、満足した様子で作品を眺めていました。

漆山小学校　消防署の仕事を学ぶ
～キャリア教育「夢への一歩を進めよう」～

　2月13日、西蒲消防署の職
員を講師に招き、漆山小学校
でキャリア教育授業が行われ
ました。授業を受けた6年生た
ちは、消防署での仕事内容
や、救急救命の現場の出来
事などについて、真剣な様子
で聞き入っていました。
　授業後には、「自分も人の
命を救う仕事をしてみたい」
や「いろんな消防車両がある
ことがわかって面白かった。自
分が将来働いている姿をなん
となくイメージした」と話すな
ど、児童たちにとって、自身の
将来について考えを深める貴
重な機会となりました。

　ご家庭で不要になった再利用できる品物がありました
ら、エコープラザに相談してください。条件が合えば不要
品を無料で回収し、利用希望者に譲ります。

●回収の流れ
①受付　不要品の種類や大きさ、状態を確認し、エコー
　　　　プラザに電話。
②回収　条件が合うと職員が回収に伺います。
　　　　※回収には立ち合いが必要です。回収時の状
　　　　態によっては回収できない場合もあります

回収品目　家具類、健康・運動器具、ベビー・子ども用品
　　　　　など
※汚れ・染みのひどい物や需要の無い物（婚礼タンスな
ど）は回収できない場合があります

連絡先　エコープラザ(☎025-270-3009）へ
※月曜（祝日等の場合はその翌日）を除く

　冬期間の1月・2月は枝葉・草の収集を休止していましたが、3月から再開します。正しい出し方で出し
てください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　区民生活課生活環境係(☎0256-72-8312)

農作物（果物・野菜・野菜の茎やつる）は腐敗・悪臭の原因となるため、リサイクルできません。
農作物は「燃やすごみ」の収集日に「燃やすごみ指定袋」に入れて出してください。

○角材やベニヤ板などの廃材　○すだれや家具類などの木製
　加工品や竹加工品　○自家用の野菜、枝豆などの茎や枝
○針金やビニール・プラスチックなどのごみが混入したもの　→　
○販売用に栽培している果樹（柿・いちじく・ぶどうなど）の剪定枝　→

所要時間　各1時間（全10回）　
　中学生を除く15歳以上の人　
　1回520円　◆のみ1回650円　　電話で同館（☎0256-78-7258）へ

西川総合体育館　春期(4月～6月)スクール参加者募集

曜日

月

水

※定員、♥の対象については同館へ問い合わせてください　
※その他多数のスクールを開催しています

スクール名
かんたん！エアロ＆
ピラティス

はじめての！
スタビライゼーション
スポーツ愛好者!
スタビライゼーション

ジャイロキネシス

太極拳（二十四式）

♥赤ちゃんと産後ママ
の！エクササイズ ♥いきいき！健康体操

開始時間

夜のソフトエアロ午後7時

午後2時半

午後7時

午後8時15分

午後8時15分

午前10時45分

曜日

金

木

スクール名

かんたん!コンビネー
ションエアロ

◆ハワイアン・フラ中級

開始時間

午後8時15分

午後7時

午後8時15分

体幹ピラティス 午後1時15分

午前9時半

エコープラザリサイクル提供事業

冬期間の1月 2月は枝葉 草の収集を休止していましたが 3月から再開します 正しい出し

3月から枝葉・草の収集を再開します3月から枝葉・草の収集を再開します

→　燃やすごみ（袋に入ら
　　ない場合は粗大ごみ）

事業系ごみ

｝

廃材 野菜が入っている 分別されていない 枝豆のつる

●正しい出し方

枝葉・草

ひも結束
無色透明か無色半透明ポリ袋 ※枝1本の直径は15cm以内

ひも結束 ポリ袋
1束の直径
30cm以内

1束の長さ
1m以内

結束できない
草類は、土・
砂などをしっ
かり落として
ポリ袋へ

週1回

分別してそれぞれの収集日へ

 に  し  か  ん  22 平成 31年 3月3日



《広告欄》

●赤ちゃん広場「親子触れ合い遊び」
　3月5日(火)午後2時～3時
その他　発育測定も開催。手形・足形が
取れるかわいい発育ノートもあります。
●なっちゃん先生と遊ぼう
　3月6日(水)午前10時45分～11時15
分
講師　下田奈津美さん（ダンスインストラ
クター）
持ち物　飲み物
●おはなしぱぴい「絵本読み聞かせ」
　3月7日(木)午前10時45分～
●リトミック遊び
　ピアノの音に合わせて体を動かして遊
びましょう。赤ちゃんも楽しめます。
　3月8日(金)午前10時45分～11時15
分
●足育講座
　3月12日(火)午前10時半～11時半
講師　山田宏大さん(靴のやまごん代表)
その他　個別相談もできます
●お誕生会
　3月14日(木)午前10時半～11時
　3月生まれのお子さんは3月12日(火)ま
でに直接または電話で同センターへ
●ぽこあぽこさんの音楽遊び
　音楽に合わせて楽しく遊びましょう。
　3月15日(金)午前10時45分～11時
15分

●絵本読み聞かせ
　3月6日(水)午前11時～
●赤ちゃん広場
　3月11日(月)午前10時半～
●発育測定
　3月11日(月)・12日(火)随時
●お誕生会
　3月14日(木)午前10時半～

●記念プレート作り（制作1回目）
　3月5日(火)・6日(水)①午前10時～11
時、②午後2時～3時
　開催日前日までに直接または電話で同

館へ
●育児講座「入園について」
　3月8日(金)午前10時20分～11時半
講師　斎藤裕さん（新潟県立大学教授）
●ヨガ教室
　3月14日(木)午後2時～同30分
　3月12日(火)までに直接または電話で
同館へ

　3月の休館日は、12日(火)午後です。各
種行事の詳細は、ホームページで確認し
てください。
●絵本の日
　絵本の読み聞かせを行います。
　3月6日(水)午前10時半～
●0（ゼロ）ちゃんタイム
　お昼寝アートのテーマは「お花見」です。
「はっぴぃmamaはうす出前講座」も開催。
　3月15日(金)午前10時15分～
(お昼寝アートは午前10時～)
●卒館＆進級式
　保育園・幼稚園に入園するお友達をお
祝いします。児童館に遊びにきてくれるみ
んなの1年の成長も振り返ります。
　3月20日(水)午前10時半～
その他　卒館する人は、記念品制作のた
め、3月15日(金)までに一度来館してくだ
さい。
　3月15日(金)までに直接または電話で
同館へ

持ち物　献血手帳・カード、初めて献血す
る人は運転免許証などの身分証明書
　健康福祉課健康増進係
(☎0256-72-8380)

　保存期限を過ぎた雑誌を配布します。
無くなり次第終了します。

　3月10日(日)～24日(日)
※休館日や開館時間など詳しくは問い合
わせてください
　同館（0256-82-4433）

対象駐車場　巻駅前駐車場（65台）、巻
本町通り駐車場（29台）※申し込み多数
の場合は抽選
契約期間　2019年4月1日～2020年3
月31日
利用料　1カ月4,200円
必要書類　新潟市巻駐車場利用許可申
請書（地域総務課に設置）、自動車車検証
の写し
　あす4日(月)から15日(金)までに、直接
地域総務課地域・安心安全グループ
(☎0256-72-8143)へ

　交通災害共済は、交通事故に遭った場
合に見舞金が支給されるもので、県民一
人ひとりが助け合う相互救済制度です。
加入受付　3月29日(金)まで
共済期間　2019年4月1日～2020年3
月31日（1年間）※4月1日以降に加入手
続きをした場合は、手続きをした翌日から
3月31日まで
会費　1人500円（1年間）
　加入申込書（自治会・町内会に配布）に
必要事項を記入し、自治会・町内会経由で
申し込みください。なお、ゆうちょ銀行を除
く各金融機関または地域総務課、各出張
所でも申し込みをすることができます。
　地域総務課地域・安心安全グループ
（☎0256-72-8143）

　学習の機会の提供と合わせて、仲間づ
くりや地域活動の担い手養成を目的に開
講します。

　新潟ユニゾンプラザ（中央区上所2）
　県内在住のおおむね60歳以上の人で、
社会参加意欲のある人
　①各年6,400円、②・③各3,200円
　4月3日(水)までに、電話で県社会福祉
協議会(☎025-285-1400)へ

　3月17日(日)午後2時半～4時半
　巻地区公民館
　女声合唱、リコーダー独奏、ピアノ演奏
　同合唱団　田辺（☎0256-73-2554）

　大人も子どもも楽しめます。
　3月23日(土)午前10時～11時半
　西地区公民館（西区内野町）
　小学3年生以上の人　先着30人
　あす4日(月)午前9時から電話で西地区
公民館(☎025-261-0031）へ

　3月27日(水)、4月24日(水)午前10時
～正午（全2回）
　西地区公民館（西区内野町）
　20歳以上のギター経験者　先着10人
　あす4日(月)午前9時から電話で西地区
公民館(☎025-261-0031）へ

催　し催　し催　し

お知らせ版
＝日時　 ＝会場　 ＝内容　 ＝対象・定員　
＝参加費（記載のないものは無料）
＝申し込み（記載のないものは申し込み不要。当日直接会場へ）　

日
￥
申

問
場 内 人

＝問い合わせ

ヒップホップダンスをはじめよう

クラシックギター体験会
～もう一度はじめよう～

お知らせお知らせお知らせ
献血(全血)のお知らせ

シニアカレッジ新潟　学生募集

岩室図書館　雑誌リサイクルのお知らせ

市営巻駐車場　利用者募集

平成31年度
交通災害共済加入者募集

募　集募　集募　集

アルカディア合唱団
スプリングコンサート

さくらんぼ
025-375-5690

なかのくち子育て支援センター
問

子育て子育て子育て
ころころ広場 巻子育て支援センター巻子育て支援センター
0256-72-6240（どんぐりの舎）問

ぽかぽかコアラ
0256-82-2900

岩室子育て支援センター
問

0256-82-2169
岩室地域児童館

問

あそびの山

休日救急当番医 ● 3 月 3日～ 3月 1 7日
【診療時間】日曜日・祝日の午前９時～午後５時外科系

●西蒲原地区休日夜間急患センター（巻地区 ☎0256-72-5499）

【診療時間】内科・小児科：日曜日・祝日の午前9時～午後5時と
毎日（夜間）午後7時～１０時

歯　　　 科：日曜日・祝日の午前9時～午後5時

内　科
小児科
歯　科

 　3月  3日　　西蒲メディカルセンター病院 巻地区 ☎0256-72-3111
  10日 本間医院 ･･･････････････燕市（分水地区） ☎0256-98-2350
       17日　　松村醫院････････････････巻地区 ☎0256-72-1151

受付時間は原則、診療終了時間の30分前までとなります。

※新潟市急患診療センター（中央区紫竹山：☎025-246-1199）では、午後１０時
以降も内科・小児科の診療を行っています

時間 会場期日
3/7
（木）

西蒲土地
改良区

午後1時15分
　～3時半

3/21
（祝）

チャレン
ジャー巻店

①午前10時
　～11時45分
②午後1時～4時

期　間講座名

①基礎応用課程
（2年制）

5月～10月
(各年13日間程度)

②実践講座
「まちかどふれ愛
英会話コース」

6月・7月
（4日間）

③実践講座
「暮らしと環境
食育コース」

9月
（3日間）

架空請求詐欺に注意!

身に覚えのない請求は連絡せず、下記に相談を！

「青パト」で地域の安全
　を守って見ませんか

地域防犯活動のため!
子どもたちの見守り活動を!

内容は

　電話をかけさせて、個人情報を聞き出し、さまざまな名目で金銭を要求する「架空
請求はがき」が届いたという情報が、市内各地で多く寄せられています。 　「青パト」とは、青色回転灯を装備した自動

車のことです。一定の条件を満たす団体（自治
会・町内会やコミュニティ協議会）は、防犯パト
ロールに使用する自動車へ青色回転灯を装備
することができます。詳しくは問い合わせてくだ
さい。

　地域総務課地域・安心安全
　グループ（☎0256-72-8143）

◆利用していた契約会社から裁判所に訴状が提出された
◆連絡がない場合は、裁判所からの呼び出し状が執行される
◆連絡がない場合は、財産の差し押さえ執行を要求する
◆本通知をもって最終通告とする

　このような身に覚えのない請求が届いても、無視して、自分からは絶対に連絡をせず下記に相談
してください。

西蒲警察署生活安全課（☎0256-72-0110）
警察相談ダイヤル（☎♯9110）
地域総務課地域・安心安全グループ（☎0256-72-8143）

平成 31年 3月3日  に  し  か  ん  33

問い合わせ・申し込みの際は、電話番号のかけ間違いがないようご注意ください。　はにいがた未来ポイント


