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令和 4 年 1 月 3 日

西蒲区自治協議会提案事業〜西蒲区防災啓発事業〜
演劇で学ぼう
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じょんのび館 リニューアルオープン

自分の命は自分で守 今できる防災を
今できる防災
今できる
防災を
自分の命は自分で守る

防災啓発動画や防災演劇などを通じて、楽しみながら防災を学べる事業で
す。
「こんなとき、
どうすればいいの？」
いざというときに役立つ、防災のヒントが
たくさんあります。みんなで防災について考えましょう。
2月6日(日)午後2時〜3時40分
（開場：午後1時半）
「かんたん申し込み」は
＼こちらから／
西川多目的ホール
防災啓発動画上映、防災演劇
「Be prepared」
上演、
アフタートーク
先着300人
受付中〜1月15日(土)までに電話で市役所コールセンター
（☎025-243-4894）
、
またはインターネットから
「かんたん申し込み」
西蒲区自治協議会事務局
（地域総務課内：☎0256-72-8161）

日帰り温泉
「じょんのび館」
は、昨年7月19日(月)から大規模改修工事の
ため臨時休館していましたが、12月21日(火)から営業を再開しました。
森のサウナは木材を貼り替えきれいになり、食堂やロビーの椅子などは、
じょんのび館のスタッフが手作りしました。家族で来ても楽しめるように、子
どもの遊び場所も用意しています。
今まで見たことのない、
でもどこかホッとする…そんな空間を目指した新
しいじょんのび館に、ぜひ足を運んでください！
住
所 福井4067番地
（☎0256-72-4126）
営業時間 午前10時〜午後10時 ※第1水曜(1月以外)・第3水曜は定休日
利用料金 大人680円
（中学生以上）
、小学生300円 ※小学生未満は無料
産業観光課観光交流・商工室
（☎0256-72-8454）

お知らせ版
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）

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。

子育て
きょう3日(月)は休館です。あす4日
(火)から通常通り開館します。
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）

●新春お楽しみ会
1月12日(水)午前10時半〜11時
5日(水)から直接または電話で同セン
ターへ
●ゆたぴー先生と遊ぼう「バルーン」
1月14日(金)午前10時半〜11時
7日(金)から直接または電話で同セン
ターへ
●親子エクササイズ
1月18日(火)午前10時半〜11時
11日(火)から直接または電話で同セン
ターへ
●お誕生会
1月20日(木)午前10時半〜11時
1月生まれのお子さんは18日(火)まで
に、直接同センターへ
●育児講座「幼児食」
1月21日(金)午前10時半〜11時
14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

●発育測定
1月5日(水)･6日(木)随時
●育児講座「完了期〜幼児食について」
1月13日(木)午前10時〜11時
講師 健康福祉課 栄養士
直接または電話で同センターへ
（人数制限あり）
さくらんぼ なかのくち子育て支援センター
問 025-375-5690

●発育測定
1月17日(月)〜21日(金)随時
●幼児食講座
1月18日(火)午前10時20分〜11時20分
講師 健康福祉課 栄養士
直接または電話で同センターへ
あそびの山 岩室地域児童館
問 0256-82-2169

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。

お知らせ
新潟市消防団西蒲方面隊 消防出初式
令和4年出初式は1月10日(祝)に行い
ますが、巻本町通りの分列行進について
は中止します。一斉放水および式典は消
防団関係者のみで行います。
問 西蒲消防署地域防災課
（☎0256-72-3309）

献血
（全血）
のお知らせ
1月13日(木)①午前9時半〜11時45
分、②午後2時〜4時
①西蒲区役所、②JA越後中央本店
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）

令和3年度西蒲区教育
ミーティングの傍聴について
1月27日(木)午後1時半〜2時半（受
付：午後1時〜）
巻地区公民館
西蒲区担当の教育委員と西蒲区自治協
議会委員による「コミュニティ・スクー
ル」に関する意見交換
5人(申込多数の場合は抽選)
問 西蒲区教育支援センター
（☎0256-72-8560）

催

からだ測定！体操教室
新型コロナウイルス感染予防のため、
予約制で実施します。
1月27日(木)①午後2時〜3時、②午後
2時半〜3時半
巻地域保健福祉センター
①理学療法士による健康ミニ講話・体
操・各種測定（希望者）、②血圧・血管
年齢測定・体組成測定
①②各先着20人（体組成測定は内10
人）
持ち物 内履き、飲み物
その他 自宅で体温を測定し、記録して
持参してください
1月25日(火)までに電話で健康福祉課
健康増進係（☎0256-72-8380）へ

学ぼう
「血管いきいき教室」
いきいきとした血管を保つために、専
門家の講義や実技で正しい知識を学びま
しょう。
①1月31日(月)、②2月7日(月)いずれ
も午後1時半〜3時半(全2回)
巻地域保健福祉センター
①「血管をいきいきとさせるポイント」

「身体を整える運動・ストレッチ」、②
「おくちから目指す健康寿命延伸」「し
なやかな血管を保つ食生活」
先着20人
持ち物 内履き、動きやすい服装、タオ
ル、飲み物、筆記用具、前回受けた健診
の結果（持っている場合のみ）
1月26日(水)までに電話で健康福祉課
健康増進係（☎0256-72-8380）へ

第5回潟東地区リレーマラソン大会
潟東地域コミュニティセンター内の
コースを規定時間内に何周できるか競い
ます。
2月6日(日)午前9時〜正午頃
潟東地域コミュニティセンター
小学3年生以上の人（1チーム4人以上
7人以下） 先着15チーム
1チーム2,000円（保険料）
その他 6位までのチームに表彰を行い
ます。特別賞もあります。
1月24日(月)までに、申込書を潟東地域
コミュニティ協議会(☎0256-86-3123)へ
※申込書は同協議会(潟東地域コミュニ
ティセンター内)で配布しています

「新潟市Oh!弁当で地域のお店応援事業」
は、
クーポンの申し込みを1月7日
(金)で終了します。
新潟市ホームページまたは市役所コールセンター
（☎025-243-4894）
へ
商業振興課
（☎025-226-1633）

区役所だより「にしかん」で

広告主を募集します

あなたの会社やお店を紹介・宣伝しませんか

し

西蒲区将棋会「冬の陣将棋大会」
1月23日(日)午前9時半〜
（受付：午前9時〜）
巻やすらぎ会館 別館
西蒲区に在住または在勤の人
※小学生以上
会員1,000円、一般1,500円、小・中
学生800円 ※昼食代含む
対戦方法 棋力別に分けて総当たり戦
1月15日(土)までに電話で同会 伝川
（☎0256-72-5927）へ

区役所だより「にしかん」では、区内の企業活動などの振興を目的に、
本紙に広告を掲載する事業所を募集します。
対
象 西蒲区内に本社や営業所を有する事業所
募集する号 令和4年4月〜9月の毎月第1・第3日曜日号
募 集 枠 数 72枠（6枠×12号） 刷
色 カラー
広告サイズ 縦約3.9センチメートル×横約7.9センチメートル
掲 載 料 掲載1回あたり6,000円
配 布 数 区内の約15,100世帯に戸別配布
申 し 込 み 所定の申込用紙に記入し1月19日(水)までに地域総務課総
務・管理財務グループ（☎0256-72-8179）へ
※申込用紙は地域総務課窓口、区内各出張所または西蒲区ホームページ
から取得できます

《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

