に し か ん

令和 4 年 5 月 1 5 日

フレイルチェック教室

いわむろや キッズフェスタ
5月22日(日)午前10時〜午後3時
1回100円
新潟市岩室観光施設 いわむろや
●芝生会場 「ふわふわ」や射的などの縁日をやります！
●館内 お絵描き会 予約制
大好きなお父さん、お母さん、おじいちゃん、おばあちゃん、仲
良しの友達を描こう！描いた絵を観光ギャラリーにて展示します。
また、お絵描きで使ったくれよんは持ち帰れます。
予約制 各枠先着2家族
①午前10時〜 ②午前11時〜 ③正午〜 ④午後1時〜 ⑤午後2時〜
●移動販売車がやってくる！
かわいいトッピングで人気の移動販売のクレープ屋さん♪
新潟市岩室観光施設 いわむろや（☎0256-82-1066）へ

お知らせ版
日 ＝日時

3

場 ＝会場 内 ＝内容 人 ＝対象・定員

6月7日(火)午後1時半〜3時半
巻地域保健福祉センター
筋肉量の計測や生活状況のチェックなど
65歳以上の人 先着20人
持ち物 動きやすい服装、運動靴、飲み物
5月17日(火)〜6月2日(木)午前9時〜午後5時半に電話で新津健康
センター 株式会社ヴァーテックス
☎0250-22-2940 へ

骨粗しょう症予防相談会（要予約）
6月30日(木)
①午前9時40分、
②午前10時、
③午前10時20分、
④午前10時40分、
⑤午
前11時、
⑥午前11時20分、
⑦午後1時20分、
⑧午後1時40分、
⑨午後2時
巻地域保健福祉センター
骨密度測定、
骨粗しょう症予防のための生活相談
市内在住の18歳以上の人 各回先着7人
※骨粗しょう症で治療中の人、両方のかかと 骨密度を測定 に骨折や
外傷のある人を除く
5月19日(木)から電話で市役所コールセンター ☎025-243-4894 へ

￥ ＝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）

健康増進普及講習会

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。

公民館
岩室地区公民館

☎0256-72-8844

■発達障がいへの理解を広げる「しゃべ
り場」
家族や自分のことで心配ごとや困りご
とがある人、発達障がいについて関心が
ある人、一緒に考えてみませんか。
5月19日(木)、6月16日(木)午前10時
〜11時半
同館
各開催日の3日前までに電話で同館へ
■私が失敗した子育てから学んだこと
発達障がいのあるお子さんを育てた経
験談を聞き、子どもの年齢に合わせてコ
ミュニケーションを図る方法を学びま
しょう。
6月19日(日)午後1時半〜3時半
講師 大橋百合子さん 発達支援教育士
先着20人
同館
5月23日(月)から電話で同館へ

子 育 て（子育て支援センター・児童館）
ころころ広場（世代交流館 どんぐりの舎内）
問 0256-72-6240

●ころころミニ音楽会
5月26日(木)午前10時半〜11時
講師 かのんさん
先着10組
5月19日(木)から直接または電話で同
センターへ
●パパと遊ぼう
「なっちゃん先生と遊ぼう」
6月4日(土)午前10時半〜11時
講師 下田奈津美さん（ダンスインスト
ラクター）
先着10組
5月27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（岩室保育園内）
問 0256-82-2900

●育児講座
「梅雨時に向けて」
5月23日(月)午前10時〜11時
講師 健康福祉課 保健師
先着5組
直接または電話で同センターへ

●赤ちゃん広場「赤ちゃんとふれあい
タイム」
5月30日(月)午前10時〜11時
講師 鷲尾智恵子さん（助産師）
先着5組
直接または電話で同センター

さくらんぼ（中之口こども園内）
問 025-375-5690

●育児講座「子どもの遊びについて」
＆ゆたぴーの作って遊ぼう
5月27日(金)午前10時20分〜11時20
分
講師 斎藤裕さん（新潟県立大学教授）
先着5組
直接または電話で同センターへ
●歯科衛生講座
6月2日(木)午前10時20分〜11時20分
講師 幡本範子さん（歯科衛生士）
先着5組
直接または電話で同センターへ

かるがも広場（鎧郷保育園併設）
オンライン育児相談（Zoom）と
「おは
なしの会」
の動画配信を行っています。ど
ちらも事前予約が必要です。詳しくは、鎧
郷保育園ホームページを確認の上、希望
する人は同ホームページのお問い合わせ
項目から申し込みをしてください。

ぴよぴよ（かたひがし保育園内）
問 0256-86-2023

●歯科講座
5月16日(月)午前10時半〜
講師 幡本範子さん 歯科衛生士
先着5組
直接または電話で同センターへ
●ベビーマッサージ
6月1日(水)①午後1時半〜、②午後2
時半〜
講師 鷲尾智恵子さん 助産師
各回先着5組
直接または電話で同センターへ
問 0256-78-8817

●みんなで楽しい音楽遊び
5月25日(水)午前10時半〜

先着4組
直接または電話で同センターへ
●ベビーマッサージと育児相談
6月7日(火)午前10時半〜
講師 鷲尾智恵子さん（助産師）
先着4組
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

問 0256-88-2286

トマトくらぶ（めぐみこども園併設）

カンタン・おいしく・減塩できる 牛乳を使った調理法
「乳和食」
を紹介
6月8日(水) 午前10時〜11時 受付：午前9時45分〜
巻地域保健福祉センター
①食生活改善推進委員による
「乳和食」
デモンストレーション
※参加者自身による調理・試食は行いません
②栄養士による
「ちょいしお」
講座
先着20人
持ち物 筆記用具
健康福祉課健康増進係 ☎0256-72-8380 へ

西蒲区海水浴場監視員を募集
海水浴場開設期間中の監視員を募集し
ます。
勤務期間 7月16日(土)〜8月21日(日)
勤務時間 午前8時半〜午後5時15分
※土・日曜、祝日勤務あり。7月上旬に
事前講習会あり
勤務場所 越前浜、間瀬下山、角田浜
賃金 時給877円〜
各3人
提出書類 市販の履歴書1通
※履歴書持参の際に面接を実施
6月1日(水)までに電話で西蒲区地域総
務課（☎0256-72-8147）へ

相

談

行政書士無料相談会
遺言・相続・エンディングノート・成年後見
人制度について、行政書士が無料で相談
に応じます。気軽に申し込んでください。

5月18日(水)、6月15日(水)
①午後1時半〜2時半 ②午後2時半〜3
時半
西川学習館
各回1組
直接または電話で西川図書館
（☎0256-88-0001）へ

催

し

コーラスTwinkle 第5回演奏会
〜10周年、軌跡をたどって〜
6月4日(土)午後2時〜3時半
（開場：午後1時半〜）
巻文化会館
女性合唱：おぼろ月夜、わたしとこと
りとすずと
男性合唱：つぐない、オランダ坂をのぼ
ろう ※賛助出演 新潟メンネルコール
問 電話でコーラスTwinkle 武田
（☎090-7196-5267）へ

からだ測定！体操教室（要予約）
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。
6月13日(月)①体操タイム：午前10時
〜11時、②測定タイム：午前10時半〜
11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、②血圧・血管年齢測定・体組成測定
※体組成測定は人数制限を行う場合があ
ります
①②各先着20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
6月10日(金)までに電話で健康福祉課
健康増進係（☎0256-72-8380）へ

お詫びと訂正 本誌5月1日号の1面に掲載した、応急手当講習会の記事中に表示した
市役所コールセンターの電話番号に誤りがありました。お詫びして訂正します。
【誤】☎0256-243-4894 →【正】☎025-243-4894
《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。

