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新潟市消防団西蒲方面隊に機能別消防団員が入団！

お知らせ版

西蒲方面隊では初めてとなる
機能別消防団員
（新潟県農業大
学校1年生4人）
が入団し、8月29
日(日)に辞令交付式を行いまし
た。
かくよしか

日 ＝日時

場 ＝会場 内 ＝内容 人 ＝対象・定員

￥ ＝参加費（記載のないものは無料） 問 ＝問い合わせ
申 ＝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）

あい

新型コロナウイルス感染症の影響により、掲載した催しなどが中止となる場合
があります。開催については事前に主催者へ問い合わせてください。感染症予防
のため、催しなどに参加する際はマスクを持参し着用してください。

写真左から、郝好香さん、駒沢藍
ら

ふみな

良さん、西蒲方面隊長、増田史奈
さん、林大河さん

公民館

機能別消防団員とは
学生を対象とした制度で、学業に専念しつつ、
より社会貢献できるような活動
環境整備を図ることを目的とし、令和2年4月1日に導入されました。主な活動内
容は、
以下のとおりです。
各種イベントなどでの広報
西蒲方面隊では、消防団員を随時募集し
自主防災訓練指導
ています。興味のある人は、
気軽に問い合わ
応急手当指導
せてください。
各種訓練補助
西蒲消防署地域防災課消防団係
（☎0256-72-3309）

心もカラダもピッカピカ おうち時間をハッピーに
長引くステイホーム。なかなか出かけることもできなくてストレスや悩み事もたま
りがち。そんなストレスや悩み事をおうちで少しでもスッキリさせませんか。心と体
の両方からアプローチしておうち時間をピカピカハッピーに！
期 日
①11月8日(月)
②11月22日(月)

3

時

間

午前10時〜正午

③11月29日(月)

内 容
健康なカラダはピカピカな歯から！
親子でスキンシップ！
からだスッキリ ベビーヨガ
絵本から学ぶいろんなコト

巻地区公民館
1〜3歳の子どもの保護者 8人 保育 10か月〜3歳の未就園児 4人
※②のみ保育はありません。お子さんも講座室で一緒に運動します。サポートのた
め、
保育者が講座室内で待機します
インターネット
※受講および保育は、
応募多数の場合は抽選です
での申し込みは
あす4日(月)〜24日(日)までに、
電話または
こちらから
インターネットで巻地区公民館
（☎0256-72-3329）
へ
※電話での受付時間は、
平日午前9時〜午後5時までです

知って！学べて！楽しめる！

エコ実験パフォーマンスショー！
小学生を対象に、楽しみながら環境やエコについて学べる科学実験型ステージイ
ベントを開催します。
10月23日(土)午後1時半〜3時
西川多目的ホール
（西川図書館内）
エコ実験パフォーマンスショー
講師 らんま先生（環境カウンセラー）
小学生（保護者同伴可）抽選100人
市役所コールセンター
（☎025-243-4894）
受付時間 午前8時〜午後9時
申込期間 受付中〜10月10日(日)
※申込期間終了後、抽選を行って結果を通知します
区民生活課生活環境係（☎0256-72-8312）

岩室地区公民館

お知らせ
☎0256-72-8844

■おもちゃ病院にいがた西蒲病院
持ち込まれたおもちゃを診断し、治療
（修
理）
します。
開催中〜令和4年3月 毎月第3土曜
午後1時〜3時
同館
修理費無料
（ただし、材料費や電池代を
負担してもらう場合あり）
問 同館

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

●発育測定
10月6日(水)・7日(木)午前9時半〜午
後3時半
●おはなしぱぴぃ
「絵本読み聞かせ」
10月7日(木)午前10時45分〜
●作って遊ぼう
「ハロウィン」
10月13日(水)・14日(木)午前10時半
〜11時半、午後1時半〜3時半
●ころころミニ音楽会
10月22日(金) 午前10時半〜
10月15日(金)から直接または電話で
同センターへ
ぽかぽかコアラ 岩室子育て支援センター
問 0256-82-2900

●親子講座
「親子で一緒に遊びましょう」
あす4日(月)午前10時〜11時
講師 藤村陽子さん（リトミックイン
ストラクター）
直接または電話で同センターへ
（人数制限あり）
●作って遊ぼう
「ハロウィン気分を味わい
ませんか？」
10月12日(火)・13日(水)随時
さくらんぼ なかのくち子育て支援センター
問 025-375-5690

らんま先生 空気砲の実演

ストップ！
稲わら・もみ殻の焼却

米の盗難被害防止を !

新潟市では、稲わら・もみ殻を活用し
た土づくりを推進していますが、一部で
稲わらなどが焼却され、
その煙は喘息
などの健康被害や、道路交通の障害
の原因となるなど、生活環境への著し
い悪影響がでています。稲わら・もみ殻
の焼却は絶対にやめて、環境にも人に
もやさしい農業を実践しましょう。

昨年は県内で約1トンの米の盗難被
害がありました。大切な米を盗まれない
よう、被害の防止に努めてください。
①伴かけを徹底する
②防犯ブザー・センサーライトなどで
防犯環境を整備する
③不審者
（車）
に警戒する

産業観光課農業振興グループ
（☎0256-72-8407）

●育児講座
「こども園ってどんなところ？」
10月12日(火)午前10時40分〜11時
10分
講師 中之口こども園 園長
直接または電話で同センターへ
（人数制限あり）
●赤ちゃん広場
「リラックスヨガ」
10月14日(木)午後2時40分〜3時20分
講師 渡辺佳子さん（ヨガインストラク
ター）
直接または電話で同センターへ
（人数制限あり）
あそびの山 岩室地域児童館
問 0256-82-2169

10月の休館日は、12日(火)午後で
す。
新型コロナウイルス感染症の拡大防
止のため、当面の間、通常と異なる利
用方法とします。詳細はホームページ
で確認してください。ご理解とご協力
をお願いします。

献血
（全血）
のお知らせ
①10月8日(金)午前9時半〜11時45
分、②午後2時〜4時
①西蒲区役所、②福田道路株式会社
技術研究所（西川第一産業センター）
持ち物 献血手帳・カード、運転免許
証などの身分証明書
問 健康福祉課健康増進係
（☎0256-72-8380）

催

し

巻観光協会 ヒヤガーデン
巻地域の日本酒、ワイン、地ビール
の販売、巻地区料理業振興会加盟店の
お弁当の販売を行います。チケットは
当日販売します。
10月15日(金)午後4時半〜8時
※小雨決行
巻神社境内
西蒲区在住または在勤の人 200人程
度
その他 会場では、人同士の距離の確
保・除菌をはじめとした感染症対策を
行います。感染症対策の一環として、
入場者は会場入り口での検温・消毒お
よび住所・氏名・連絡先の記入が必要
です。また、新型コロナウイルス感染
症の拡大状況により、内容が変更にな
る場合があります。
問 巻観光協会（☎0256-72-8736）

角田ガイドの会あんでこ〜
灯台・岩屋コース まち歩き
角田浜をガイドします。角田岬灯台
をスタートし、判官舟隠しや七面大天
女岩屋などを案内します。
10月17日(日)午前9時15分〜11時半
（受付：午前9時〜）
集合場所 角田浜海水浴場 角田岬灯台
下駐車場
先着20人
500円
持ち物 飲み物、懐中電灯
電話またはメールで同会 乙山
（☎090-2140-6401、メール
kojunotoyama@outlook.jp）へ

地域のゴミ回収 空き缶拾い
越前浜追分地区付近の空き缶拾いを
行います。一緒にボランティアで空き
缶拾いをしませんか。
10月24日(日)午前10時〜11時半
集合・解散場所 旧県立青少年研修セン
ター前
西蒲区在住の人 先着8人程度
持ち物 手袋
その他 ゴミ拾い用はさみ、ゴミ袋は主
催者が用意
勤労者協議会おとなりさんネット
ワーク 梨本（☎090-1659-2752）
へ

《広 告 欄》

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

