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「楽しく絵本らいぶ」

日時　5/24（金）10：00 ～ 10：30
内容　読み聞かせ、質問コーナー
子育てハッピーセミナー ※追加受付中
日時　6/4（火）10：00 ～ 11：50
対象　10カ月～ 1歳半の子の保護者

「育ちの森へようこそベビー」

日時　5/20（月）10：20 ～
対象　初めて育ちの森を利用する1歳7カ
月末までの子と保護者

「みんなで楽しくリトミック」

日時　5/21（火）・28（火）11：10 ～

育ちの森 ☎21－4152 セミナー受付時間9:00～17:00
ホームページ　http://www.sodatinomori.server-shared.com/

にいつ子育て支援センター
開館日　毎週月曜～金曜、土曜（午前のみ）
開館時間　9：00 ～ 12：00、13：00 ～ 16：00
※月曜午前・水曜午前・木曜午後…ベビー（1歳7カ月末まで）対象
※火曜午後のみ3歳11カ月までの入園しているお子さんの利用可

健康・福祉ガイド健康・福祉ガイド健康・福祉ガイド

笑顔健康クッキング ※要申し込み

開催日 会場 申し込み期間

6/20
（木） 新津健康センター 5/22（水）～

6/13（木）

時間　午前9時半～午後0時半
　　　（受付は午前9時15分から）
内容　講話と調理実習
テーマ　糖尿病予防のための
　　　　ヘルシークッキング
定員　先着20人
参加費　400円
持ち物　エプロン、三角きん、ふきん、　
　　　　台ふきん
※にいがた未来ポイント対象事業

400ミリリットル献血にご協力を

健康福祉課地域福祉担当（☎25－5665）

日程 時間 会場
5/26
（日）

午前9時半～11時45分、
午後1時～4時

原信
新津店

5/29
（水）

午前9時半～正午、
午後1時～4時

㈱総合車両
製作所 

新津事業所

妊娠・出産・子育て
健康福祉課健康増進係（☎25－5685）

6月の子どもの健診、歯科健診など

　健診案内は、対象者に個別に郵送して
います。日時、会場、持ち物などは案内
でご確認ください。案内が届かない場合
や日程を確認したい場合は、お問い合わ
せください。

【股（こ）関節検診】
対象　平成31年2月～3月15日生まれ

【1歳誕生歯科健診】
対象　平成30年6月生まれ
※図書館が別室で「ブックスタート」を実
施します（絵本をプレゼント）

【1歳6か月児健康診査】
対象　平成29年11月生まれ

【3歳児健康診査】
対象　平成27年12月生まれ

育児相談　※申し込み不要

日時　5月24日（金）①午前9時半～11時
②午後1時半～3時
会場　新津健康センター
持ち物　母子健康手帳

6月の離乳食講習会　※要申し込み

【ステップ離乳食】
日時　6月26日（水）午前10時～11時半
　　　（受付は午前9時40分から）
対象　生後6か月以降で、2・3回食に進
もうとしている赤ちゃんの保育者

【はじめての離乳食】
日時　6月26日（水）午後1時半～3時
　　　（受付は午後1時15分から）
対象　生後5か月ごろの赤ちゃんの保育者

【共通事項】
会場　新津健康センター 3階
定員　先着各25人
持ち物　母子健康手帳、バスタオル、
らくらく離乳食ガイドブック（「はじめて
の離乳食」を既に受講した方のみ）
申し込み　5月22日（水）から市役所
コールセンター（☎025－243－4894）

6月の子どもの集団フッ化物塗布
※要申し込み

日時　6月13日（木）午後1時半～2時受付
会場　新津健康センター
対象　4歳未満の子ども
持ち物　母子健康手帳、料金1,020円
申し込み　5月22日（水）から市役所
コールセンター（☎025－243－4894）

健康づくり
健康福祉課健康増進係（☎25－5686）

成人の健康相談　※要申し込み

日時　6月7日（金）①午前9時～ ②9時
45分～ ③10時半～ ④11時15分～
会場　新津健康センター

骨粗しょう症予防相談会
※申し込み不要

日時　6月1日（土）午前9時15分～正午、
午後1時15分～4時
会場　新津健康センター
内容　骨密度測定、食事の話
対象　18歳以上の市民（骨粗しょう症で
治療中の人は除く）

各種検診案内
健康福祉課健康増進係（☎25－5686）

6月の胃がん・肺がん（結核）
検診日程　※申し込み不要

受付時間　午前9時～11時
日程 会場

6/3（月） 小須戸まちづくりセンター

6/18（火） 新津地区勤労青少年ホーム

6/27（木） 新津B&G海洋センター

※6月18日は肺がん（結核）検診のみ午後
も実施（受付時間 午後1時半～2時半）

※区内から新潟市役所コールセンターへ電
話する際は、必ず市外局番「025」からおか
けください

おお 知知 らら せせ
＝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　 ＝問い合わせ

阿賀野川 河川愛護モニター募集

　阿賀野川の整備、利用、環境などの情
報や地域の声を報告していただく河川愛
護モニターを募集します。

平成30年度に阿賀野川河川愛護モニ
　ターではなかった満20歳以上の人・
　4人程度（選考有り）
任期　令和元年7月1日～令和2年6月30日
報酬　月4,580円

6月7日（金）までに、阿賀野川河川事
　務所 占用調整課（☎23－4635）
ホームページ
　http://www.hrr.mlit.go.jp/agano/

ベビー &ママセミナー ※6/3（月）受付開始
日時　①7/5（金）②7/10（水）③7/17（水）
10：00 ～ 11：50
対象・定員　市内在住の2019年2月～ 4月生
まれの赤ちゃんと保護者・10組 ※第1子のみ

■お知らせ

　6/1（土）は育ちの森は休館になります。
「パパと体をつかって遊ぼう」に申し込み
をした人のみ入館できます。

アキハで子育てサポート事業（参加無料）　　問い合わせ：育ちの森

第27回　菩提寺山ハイキング

　菩提寺山をハイキングした後、大沢
森林公園で豚汁のサービスとお楽しみ
抽選会を行います。

6月2日（日）午前9時半～午後1時半 
大沢森林公園（天ヶ沢197）
先着100人
100円（当日持参）

持ち物　昼食、おわん、はし
5月30日（木）までに小須戸商工会　

　（☎38－2560）

里山の自然を学ぶ講演会

　石油の世界館友の会顧問の島津光夫さ
んが、新津油田においてなぜ手掘りで油
が採れたのかを説き明かします。

6月1日（土）午後1時半～3時 
里山ビジターセンター
先着80人
300円（資料代）※当日持参
地域総務課（☎25－5671）

秋葉区身体障害者福祉協会　
会員募集

　身体のいずれかに障がいを持ち、現在
「身体障害者手帳」（等級は問いません）
を持っている人を対象に「秋葉区身体障
害者福祉協会」の会員を募集します。

日頃の悩みや心配事を話し合ったり、　
　相談窓口の紹介　ほか　

同協会会長の関根さん
　（☎・ 24－1234、 080－2062－
　6462）

摂食嚥
え ん げ

下（飲み込み）110番

　「食べ物や飲み物でむせる」、「痰がか
らむ」など、飲み込みに支障や不安のあ
る方はご相談ください。検査や助言を行
います。

新津医療センター病院
　地域連携相談センター
　（☎24－9115）、下越病院
　医療福祉連携課 連携室
　（☎23－6064）

第2回 秋葉区自治協議会

5月31日（金）午後1時から
秋葉区役所6階 601・602会議室

傍聴人数　先着10人 ※申し込み不要
地域総務課（☎25－5672）

　消防車両の行進、通常点検、ポンプ操法
競技などを行います。
問い合わせ　秋葉消防署 地域防災課
　　　　　　（☎22－0175）

6月2日日 午前7時半から日時

会場 秋葉区役所駐車場

新津健康センター
臨時休館日のお知らせ

　6月16日（日）～18日（火）は、施設の
工事・点検のため、新津健康センターの
利用ができません。
　ご不便をおかけしますが、ご理解ご協
力をお願いします。

健康福祉課（☎25－5685）

日程 内容 会場

6/7（金） 「秋葉山と秋葉神社」　　
時代とともに桂家の手を離れた秋葉山のその後とは？ 新津地域交流

センター
301・3026/14（金） 「学校と桂家」

尋常小学校、図書館、新津高等女学校の設立と桂家

6/21（金） 「桂家ゆかりの地を訪ねて」その1
秋葉神社と別荘跡地を歩きます

秋葉公園駐車場
噴水前広場 集合

6/28（金） 「桂家ゆかりの地を訪ねて」その2
正法寺にある墓所を訪ねます

正法寺駐車場
集合

秋葉区の「宝物」をかたる

続「桂家」
そして、 その後。

日時　6月7日・14日・21日・28日（金）
　　　午前10時～正午（全4回）
対象・定員　成人・先着40人（参加無料）
持ち物　筆記用具
申し込み　5月22日（水）午前9時～31日（金）
午後5時に新津地区公民館（☎22－9666）

ターゲットバードゴルフ

　中高齢者を対象に「誰でも楽しめるス
ポーツ」を通して健康増進・介護予防を
図ります。参加無料です。

毎週水曜（6月5日から開始）
　午前9時～11時

小須戸雁巻緑地公園
中高齢者・先着20人

持ち物　動きやすい靴、飲み物、タオル
※使用する用具はこちらで用意します

小須戸武道館（☎38－2121）

新潟市消防団 秋葉方面隊

連合消防演習

　秋葉区役所駐車場の一部は、6月1日（土）
午後5時から6月2日（日）午後1時半
まで駐車できません。
　ご不便をおかけしますが、
ご協力をお願いします。

～新津地区公民館主催～

広告スペース


