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あきは 区役所だより

2019年
（令和元年）6月16日

7月の離乳食講習会 ※要申し込み

健康・福祉
ガイド
妊娠・出産・子育て
健康福祉課健康増進係
（☎25－5685）
※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

7月の子どもの健診、歯科健診など

育児相談 ※申し込み不要
日時 6月28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

日時 7月11日
（木）
受付時間 午後1時～1時45分
会場 新津健康センター
対象 母子健康手帳の交付を受けた妊婦
内容 歯科健診、お口の個人相談
持ち物 母子健康手帳

ぱくぱく幼児食 ※要申し込み
日時 7月10日
（水）
午前10時～11時半
（受付は午前9時40分から）
会場 新津健康センター
対象 1歳6か月前後の子どもの保育者
定員 先着15人 ※保育定員15人
持ち物 母子健康手帳
申し込み 6月19日
（水）
～7月3日
（水）

育ちの森

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 7月5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

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

7/17 新津地区
（水） 勤労青少年ホーム

6/19
（水）
～
7/10
（水）

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

各種検診案内

妊婦歯科健診

にいつ子育て支援センター

健康づくり

健康福祉課健康増進係（☎25－5686）

7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

覚路津構造改善センター
7/16（火）
（肺のみ） 市ノ瀬集落センター※午後のみ
（受付時間 午後1時半～2時半）
7/20（土）新津健康センター
7/25（木）新津健康センター

（男性専用日）

7/31（水）
新関コミュニティセンター
（肺のみ）

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

☎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/

「育ちの森へようこそベビー」
日時 6/17（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
「ママと一緒にフラダンス」
日時 6/20（木）10：20 ～
赤ちゃんのへや
日時 6/20（木）14：00 ～
対象 ハイハイする前の赤ちゃんと保護者

七夕お楽しみタイム
日時 【フリー】7/2（火）・4（木）
【ベビー】7/3（水）各日午前
タッチケアセミナー※7/5（金）受付開始
日時 8/5（月）10：00 ～ 11：50
対象・定員 ハイハイする前の赤ちゃんと
保護者・10組
参加費 200円

アキハで子育てサポート事業（参加無料）
「パパと一緒にタッチケア」
日時 6/22（土）10：00 ～ 11：00
対象 ハイハイする前の赤ちゃんと父親
講師 樋口栄子さん
（日本タッチケア協
会認定講師）

問い合わせ：育ちの森

ベビーサロン
「栄養士さんに聞いてみよう 離乳食のこと」
日時 7/1（月）10：00 ～ 11：50
講師 酒井麻依子さん（秋葉区管理栄養
士）

お知 らせ
文芸あきは第13号 作品募集

早出川ダム見学会

募集期間 6月18日（火）～7月31日
（水）
募集部門 ※1人各部門1作品、2部門まで
一般の部 随筆、小説（戯曲、童話含む）
、
詩、漢詩、短歌、俳句、川柳
青春の部（中学生・高校生のみ対象）
随筆、小説（戯曲、童話含む）
、
詩、漢詩、短歌、俳句、川柳
区内に在住・勤務・在学の人、区内
出身者、区内の活動団体に所属する人
投稿料 1人1,500円（中学生・高校生は
無料、投稿者には
「文芸あきは第
13号」
を進呈）
作品に所定の応募票と投稿料を添え、
7月31日
（水）
必着で新津文芸協会事務局
（新津地区公民館内 ☎22－9666）

新津地区勤労青少年ホーム
運営審議会 傍聴のお知らせ
6月20日（木）午前10時～11時
新津地区勤労青少年ホーム 集会室
同施設の利用状況について
先着5人 ※申込不要
地域総務課（☎25－5670）

秋葉区芸能祭
区内で活動する舞踊、民謡、古典芸能
などの団体が日頃の成果を披露します。
6月23日（日）午前10時から
秋葉区文化会館
新津地区公民館（☎22－9666）

ものわすれカフェ
もの忘れが気になる方、心配な方、ご
本人やご家族どなたでも、ゆっくりお話
をしてリフレッシュしませんか。
6月26日（水）午前10時半～正午
新津図書館2階 研修室1・2
秋葉区社会福祉協議会（☎24－8376）

第3回 秋葉区自治協議会
6月28日（金）午後2時45分から
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）

敬老祝会経費の一部助成
75歳以上の方を地域でお祝いする際に、
経費の一部を助成します。
助成団体 自治会・町内会、
コミュニティ協議会
助成対象 9月1日（日）～10月31日
（木）
の間に行われる敬老祝会
助成額(1団体）
自治会・町内会…最大3万円
コミュニティ協議会…最大20万円
※助成要件はお問い合わせください
7月1日（月）～31日（水）に健康福祉課
高齢介護担当(☎25－5679）

はじめての押し花教室
7月2日・9日（火）午前9時半～正午
小須戸まちづくりセンター 調理室
成人・先着20人
全2回 2,000円（材料費・お茶代）
持ち物 草や花（厚みの少ないもの）
6月17日
（月）
～28日
（金）
に小須戸地区
公民館（☎25－5715）

荻川地区図書室 たなばたのつどい
7月6日（土）午前10時半～11時半
荻川コミュニティセンター1階 和室
大型絵本、パネルシアター、紙芝居 ほか
新津図書館（☎22－0097）

広告スペース

＝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

参加者募集

7月27日
（土）
午後1時半～3時
早出川ダム
（五泉市小面谷）
※新津、五泉から会場までの送迎バス有
※雨天中止の場合有
先着40人
※小学3年生以下は要保護者同伴
7月1日
（月）
～19日
（金）
に、参加者氏名・
年齢・住所・電話番号を新潟地域振興局
新津地域整備部 ダム管理課
（早出川ダム）
（☎55－6304、 55－6200）

Akihaきらきらプロジェクト
異文化交流チーム にいがた妄想会議２
こんなことをやってみたい！これから
活動したい！仲間と出会いたい！など、
集まった人と妄想を語り合う会です。
7月28日
（日）
午後6時半～8時半
秋葉区文化会館 練習室1
先着48人
500円
（茶菓子代）
7月19日
（金）
までに同プロジェクト
異文化交流チームの小柴さん
（ 090 ー4831－0549、
メール heartcaffe@gmail.com）

3歳～12歳対象 ダンススクール
無料体験会
7月28日
（日）
①キッズクラス（3歳～7歳 対象）
午前10時～10時45分
②ジュニアクラス（8歳～12歳 対象）
午前11時～11時45分
秋葉区総合体育館 多目的ルーム
各クラス先着18人
持ち物 タオル、内履き、飲み物
同館
（☎25－2400）
※2019年度 第2期スクールの詳細・
申込は同館に問い合わせてください

3歳～12歳対象 バレエスクール
無料体験会
7月28日
（日）
①キッズクラス（3歳～7歳 対象）
正午～午後0時45分
②ジュニアクラス（8歳～12歳 対象）
午後1時～1時45分
秋葉区総合体育館 多目的ルーム
各クラス先着18人
持ち物 タオル、内履き、厚い靴下、飲み物
同館
（☎25－2400）
※2019年度 第2期スクールの詳細・
申込は同館に問い合わせてください

秋葉区町内対抗野球大会
8月4日
（日）
・10日
（土）
・11日
（日・祝）
新津金屋運動広場、小須戸運動広場、
新津東部運動広場の各野球場
同一自治会・町内会に居住または関わ
りのある人で編成され、自治会・町内会
長の承認を得たチーム
1チーム7,000円
（代表者会議に持参）
代表者会議・抽選会
7月17日
（水）
午後7時から新津地区
市民会館2階 第1会議室で開催
7月5日（金）午後5時半までに所定の申
込書を下記のいずれかに持参または郵送
①金屋運動広場
（〒956－0823 金屋260－1）
②新津地域学園
（〒956－0816 新津東町2－5－6）
③小須戸地区ふれあい会館
（〒956－0113 矢代田35）
※
「町内対抗野球大会参加申込書 在中」
と記載してください

電 話 番 号（ ☎ ）は 市 外 局 番 ０ ２ ５ ０ を 省 略 し て い ま す 。

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3月16日～4月生まれ
【1歳誕生歯科健診】
対象 平成30年7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12月生まれ
【3歳児健康診査】
対象 平成28年1月生まれ

【はじめての離乳食】
日時 7月24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
会場 新津健康センター 3階
定員 先着25人
持ち物 母子健康手帳、バスタオル
申し込み 6月19日（水）から市役所
コールセンター（☎025－243－4894）

＝日時

