
市民講座中止のお知らせ
新潟大学医学部・学外講義2020
　本紙2月16日号に掲載した「新潟
大学医学部・学外講義2020　新
潟発!災害医療の最前線～中越地
震・中越沖地震から学ぶ～」につい
ては、新型コロナウイルス感染の影
響を鑑み、開催を中止します。詳しく
は問い合わせてください。
　新潟大学医学部庶務係
(☎025-227-2003)

●ひなまつり会
　みんなで女の子の節句を祝いましょう
　3月3日(火)午前11時～同30分
●赤ちゃん広場「親子触れ合い遊び」
　3月4日(水)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。
●おはなしぱぴぃ「絵本読み聞かせ」
　3月5日(木)午前10時45分～
●なっちゃん先生と遊ぼう
3月11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
●お誕生会
　3月12日(木)午前10時半～11時
　2・3月生まれのお子さんは3月10日
(火)までに直接または電話で同センターへ
●産後の歪み診断
　3月12日(木)午後2時～3時
講師　鈴木樹里さん（柔道整復師）
　1歳未満の乳児の母親　先着6人
●ころころ音楽会
～みんなで一緒に歌おう・踊ろう～
　フルート、オーボエ、ピアノなどの楽器で
パプリカ・トトロメドレー・童謡など楽しい
曲をいっぱい演奏します。みんなで楽しみ
ましょう。
　3月13日(金)午前11時～同30分
講師　かのんさん

●発育測定
　3月3日(火)・4日(水)随時
●絵本読み聞かせ
　岩室図書館の職員が読み聞かせを行い
ます。
　3月4日(水)午前11時～
●親子講座「親子で体を動かしましょう」
　3月5日(木)午前10時～
講師　白倉智尋さん（ベビーヨガインスト
ラクター）
●赤ちゃん広場「触れ合い遊びと子育て
ヒント、アル！アル！」
　3月9日(月)午前10時～
講師　東條美和子さん（助産師）
●作って遊ぼう「松ぼっくりで起き上がり
こぼし」
　3月10日(火)・11日(水)随時
●お誕生会
　3月12日(木)午前10時半～

●ひなまつり会
　3月3日(火)午前10時半～11時
●記念プレート作り（制作1回目）
3月9日(月)・10日(火)①午前10時～11

時、②午後2時～3時
　制作作業、写真撮影
※2回目の作業を後日行います
　3月6日(金)までに直接または電話で同セン
ターへ
●お誕生会
3月13日(金)午前10時45分～11時15分

　3月生まれのお子さんは直接または電話
で同センターへ

　3月の休館日は17日(火)午後です。行
事の詳細は、ホームページを確認してくだ
さい。
●0（ゼロ）ちゃんタイム
　今月のぴよぴよフォトは「お花見」です。
「はっぴぃmamaはうす出前講座」も開催。
　3月5日(木)午前10時15分～
(ぴよぴよフォトは10時半～)
　講座「子どものこころ講座」
講師　松山由美子さん（はっぴぃmama
はうす代表）

　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8日(日)～22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）

持ち物　献血手帳・カード、運転免許証な
どの身分証明書
　健康福祉課健康増進係
(☎0256-72-8372)

　4月から始まる情報取得手続を利用す
ると、債務者の預貯金口座や勤務先など
債務者の財産情報を取得でき、差し押さ
えなどの手続きが利用しやすくなります。
詳しくは最寄りの地方裁判所へ問い合わ
せてください。
　新潟地方裁判所民事部債権執行係
（☎025-222-4247）

　高齢者やその家族が抱えるいろいろな
心配事・悩みごとの相談を無料で受けて
います。
一般相談　平日午前9時～午後5時

法律相談（要予約）　あす2日～4月27日
(毎週月曜) 午後1時半～4時　
　新潟ユニゾンプラザ(中央区上所2)
　電話で新潟県高齢者総合相談センター
(☎025-285-4165) へ

　正しい歩き方を学び、健康増進に役立
てましょう。
　3月6日(金)午前9時半～11時半
　巻地域保健福祉センター
持ち物　飲み物、タオル、運動できる服装
　同会　池浦（☎0256-86-2940）へ

　3月17日(火）午後1時半～4時
　建築国保会館（中央区川岸町3丁目）
　新潟地域住宅相談協議会
（☎025-266-6650）

　不動産の価格決定や賃貸などで困って
いる人向けの無料相談会を開催します。
　4月3日(金)午後1時～4時
　クロスパルにいがた（中央区礎町通）
公益社団法人新潟県不動産鑑定士協会

　（☎025-225-2873）

　3月15日(日)午後2時半～4時
　巻地区公民館
　女声合唱、リコーダー独奏、ピアノ独奏
　同合唱団　田辺（☎0256-73-2554）

　小学生と保護者による金管ブラスバン
ドコンサートを開催します。
　3月15日(日)午前10時～正午
　中之口地区コミュニティセンター
　中之口ジュニアブラスwith OAPS　
大澤(☎090-9803-5950）へ

香りを楽しむ「源氏香」と、心を落ち着かせ
る人気の写経を体験しましょう。初心者で
もわかりやすい体験講座です。申し込み方
法など詳しくは問い合わせてください。
　3月20日(祝)①午前10時～正午、②午
後1時～3時
　燕喜館（中央区一番堀通町1）
　お香体験(源氏香)、写経体験
※写経は持ち帰り可能
講師　生駒基達さん(薬師寺副住職・潮音

寺住職)
　各回先着50人
　5,000円（香・写経・筆・テキスト代含む）
　講師　生駒（☎0742-33-6001）

　認知症の人や家族、介護を終えた人、認
知症のことを知りたい人など、誰でも気軽
に参加できます。お茶を飲みながら認知症
について学び、話し合いましょう。

※出入り自由　
　各回200円
　地域包括支援センター巻
（☎0256-73-6780）

　仁箇地内のウォーキングを通して、川の
せせらぎ、鳥のさえずり、春の息吹を感じ
ましょう。ノルディックウォークの人も大歓
迎です。
　3月25日(水)午前9時～11時半
集合・解散場所　萬福寺　
　先着30人
　300円（保険料含む）
持ち物　運動靴、タオル、飲み物
　3月23日(月)までに白寿荘地域支援課
(☎0256-72-1077)へ
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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

高齢者総合相談センター

西蒲区を歩こう会
ウォーキング体験会

裁判所の新しい手続き　
第三者からの情報取得手続が
始まります

岩室図書館
雑誌リサイクルのお知らせ

献血(全血)のお知らせ

住まいの無料相談

不動産の無料相談会

認知症カフェ　かくだ山

まき福祉会　
ウォーキングin仁箇

伝統文化体験講座　
香りの世界とお写経

相　談相　談相　談

お知らせお知らせお知らせ

アルカディア合唱団
スプリングコンサート

中之口ジュニアブラスwith OAPS
第11回スプリングコンサート

催　し催　し催　し
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午後1時～3時

期日
3/11
(水)

西蒲原土地
改良区

会　場時　間
巻地区公民館
西川学習館

3　月
20日(祝)
21日(土)

午後1時半
～3時半

令和2年度の市営巻駐車場利用者を募集します。詳しくは問い合わせてくだ
さい。
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　令和2年4月1日～令和3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2日（月）から13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

お詫びと訂正　本紙2月16日号の2面に掲載した、春の花咲くにしかんまち歩き
ツアーの記事中に表示した店舗名に誤りがありました。お詫びして訂正します。
【誤】海幸亭かわい　→　【正】海華亭かわい

休日救急当番医 ● 3 月 1日～ 3月 1 5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  1日 しまがきクリニック ･･･････巻地区 ☎0256-73-1312
8日 新潟白根総合病院 ･･･････南区（白根地区） ☎025-372-2191

       15日 えんどう整形外科クリニック･燕市（燕地区） ☎0256-66-0009

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

市営駐車場 利用者募集

令和2年 3月1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

《広告欄》


