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西区役所だより

〇�今号掲載の情報は11月14日時点のものです。新型コロナウイルスの感染状況により催し等を中止する場合があります。開催状況
はそれぞれの問い合わせ先までご確認ください
○催しに参加する場合は、それぞれで実施される感染対策を確認し、徹底をお願いします

あなたの支えであなたの支えで
西区を住みよいまちに西区を住みよいまちに

問い合わせ　西区 健康福祉課 地域福祉・高齢介護グループ
　　　　　　（☎025-264-7315）

　超高齢社会や核家族化が進み、困りごとを抱えたまま悩んでいる人がい
ます。いつまでも住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるまちづくり
のため、地域住民同士での支え合い活動が大切です。今号では、支え合い
活動に取り組む人たちを紹介します。

支え合い活動ってなんだろう？支え合い活動ってなんだろう？

地域で広がる支え合い活動　私たちが支えています地域で広がる支え合い活動　私たちが支えています

同協議会 梶
かじわら

原宜
よしのり

教さん

主な活動内容　ごみ出し支援「さかい輪ふれあい収集」

活動を始めたきっかけは？

手がいっぱいでも断らない！

地域の支え合いを考えてみませんか？地域の支え合いを考えてみませんか？

　あなたの地域は、困りごとを気軽に相談し合える地域でし
ょうか？また、近所の人を支えたいけれど、どのように活動
したらよいか迷っていませんか？
　西区では、各地区を担当している支え合いのしくみづくり
推進員が相談に応じています。また、支え合いの始め方や助
成制度、取り組み事例などを掲載している「支え合いのしく
みづくりガイドブック」も配布しています（区ホームぺージ

（右の二次元コード）にも掲載）。ぜひ、ご活用ください。
○西区健康福祉課地域福祉・高齢介護グループ（☎025-264-7315）
○西区社会福祉協議会（☎025-211-1630）

西区全体の取り組みについて詳しく知りたい

支え合いのしくみづくり推進員に取り組みについて相談したい
○小針・小新圏域（関屋中学校区の一部を含む）（☎025-201-1351）
○坂井輪圏域（☎025-211-8084）
○五十嵐圏域（☎090-7755-6870）
○黒埼圏域（☎090-4203-4839）
○内野・赤塚・中野小屋圏域（☎025-264-3377）

＼私たちにご相談ください／

　２つのチームで週に３回、利用者のご自宅を一軒一
軒回って、ごみ出しの支援を行っています。有償で行っ
ているので、気兼ねなく利用できると言われています。

　身近な生活の困りごととして、足腰が弱くなり、ご
み出しに行けないという声を聞き、支援を始めました。
ご近所さんだからこそ頼みにくいという課題があった
ので、広域的に行う必要性を感じ、コミュニティ協議
会の活動として行っています。

コミュニケーションサポート わんのみみコミュニケーションサポート わんのみみ坂井輪中学校区まちづくり協議会坂井輪中学校区まちづくり協議会
主な活動内容　家事代行、通院の付き添い
　介護認定を受けるまでのサポートや専門機
関へのつなぎ役として、できる支援を行って
います。
活動を始めたきっかけは？
　ご近所で、一人暮らし世帯などが生活の手
助けを必要としている声を聞き、無理のない
範囲でやってみようと思いました。自分で抱
え込まないために、団体を立ち上げ、有償で
活動しています。

２チームで１日約 70 件の依頼を受
けて活動しています

同会 湯
ゆ か わ み ゆ き

川美幸さん

　希望している人に支援の手をつなぐた
めに、依頼があれば断らずに活動してい
ます。玄関前のごみ収集ボックスに感謝
の手紙が入っていることがあり、地域の
支え合いは「地域のつながり」として大事
な活動だと実感しています。
　また、ごみがなくても必ず声をかけて
います。日ごろのつながりがあるからこ
そ、小さな異変に気付くことができ、い
ざという時にすぐに対応できます。

支え合い活動をする人が増えてほしい
　支え合い活動をしていると、利用者
から感謝されたり、何気ない一言に感
動したりして、その時々で「心が動く」
ことがあります。人の心の中の明るさ
や優しさに触れることが活動の原動力
になっています。活動する時は地域包
括支援センターなどの専門機関に相談
するとよいと思います。多くの人と連
携して住みよいまちになることを願っ
ています。

通院の付き添い 利用者からは「い
つも助かる」という感謝の言葉が

主な活動例　支え合い活動は、地
域住民同士がお互いに
声をかけ合い、日常生
活の困りごとの支援を
行う活動です。西区内
では、自治会やコミュ
ニティ協議会などの地
域団体や、有志団体の
活動が広がっていま
す。
　この活動が「地域の
つながり」を強め、住
みよいまちになってい
きます。

あなたの支えを求めている人がいますあなたの支えを求めている人がいます



西区役所だより に し2 令和４年 11 月 20 日

H E A L T H  &  W E L F A R E
新型コロナウイルス感染症の影響により、事業実施が困難となった場合
は、西区役所ホームページや西区役所公式ツイッター、にしっこはぐくみ
LINKなどでお知らせします。

健康相談 最近の健診結果のある人はお持ちくだ
さい。

12 月 時　間 会　場 問い合わせ・申し込み

８日（木）午前９時 30分～ 11時 西地域保健福祉センター
要申し込み

西地域保健福祉センター
☎ 025-264-7731

15日（木）午前 9時 30分～ 11時午後１時 30分～３時
坂井輪健康センター
要申し込み

西区健康福祉課　
地域保健福祉担当
☎ 025-264-7453

20日（火）午前 9時 30分～ 11時 西地域保健福祉センター
要申し込み

西地域保健福祉センター
☎ 025-264-7731

22日（木）午前 9時 30分～ 11時 黒埼健康センター
要申し込み

黒埼地域保健福祉センター
☎ 025-264-7474

乳幼児に関する育児相談 ●は栄養相談　★は歯科相談あり
持ち物　母子健康手帳、バスタオル
申し込み　12月１日（木）から

12 月 時　間 定　員
（先着） 会　場 問い合わせ・申し込み

13日（火）午後１時 30分～３時● 20人 西地域保健福祉センター
要申し込み

西地域保健福祉センター
☎ 025-264-7731

21日（水）午前９時30分～ 11時●★ 36人 坂井輪健康センター
要申し込み

西区健康福祉課
地域保健福祉担当
☎ 025-264-7453

  妊婦歯科健診

坂 井 輪 児 童 館
寺尾上3-10-42　☎025-269-3154
開館時間　�①午前 ９時15分～10時15分

②午前10時30分～11時30分
③午後 ２時～ ３時　　　　
④午後 ３時15分～ ４時15分

定員　�各時間�先着10人（平日の①②は、
乳幼児と保護者のみの利用）

休館日　��月曜（祝日の場合は翌日）
　29（火）、12月２日（金）の①②、25
日（金）の③④、12月１日（木）の①～④
は入館できません。

持ち物　�母子健康手帳、妊婦歯科健診受診票
申し込み　�23日（祝）から新潟市役所コール

センター（☎025-243-4894）

  １歳誕生歯科健診
持ち物　�母子健康手帳、問診票、バスタ

オル（希望者はフッ化物塗布料
1,020円）

問い合わせ　�西区健康福祉課健康増進係
（☎025-264-7423）

★�案内と問診票は対象者に郵送します
★�都合がつかない場合はお問い合わ
せください

催
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12月 受付時間 会場 定員
（先着）

５日
（月）

午後１時～１時25分 坂井輪健康
センター

13人
午後１時25分～１時50分 13人
午後１時50分～２時15分 13人

★子育て講座 こころとことばを育てよう
日時　�12月９日（金）午前10時30分～

11時30分
内容　こころと言葉の発達について
対象　�乳幼児とその保護者�先着５組（保

護者のみの参加可）
申し込み　電話で同館

★児童館お楽しみ会
日時　�12月18日（日）午前10時30分～

11時30分
内容　�カラフルエプロンさんによる人形

劇など
対象　�３歳以上の幼児とその保護者、小

学生�先着15人
申し込み　電話で同館

まちの話題まちの話題 TOWN TOPICSTOWN TOPICS
身近な情報をお知らせください　☎２６４−７１８０　地域課 広報・広聴担当まで

子どもの「もしも」に備える ひまわり隊と学ぼう

　10 月 12 日、坂井輪児童館で新潟市消防団西方面隊の女性消防団員、通称「ひま
わり隊」が、乳幼児の心肺蘇生、AED 体験、誤飲・怪我などの応急手当、防災グッ
ズの紹介など、子どものもしもに備える講習を行いました。
　ひまわり隊の磯部部長は「もしもに備えるには普段の行動が大切。お住まいの地
域で AED が設置してある場所を知っておきましょう」と話しました。参加者の齋
藤さんは「AED や誤飲時の対策を実際にやってみてイメージがつかめた。もしそ
うなったとき体が動くといいな」と話していました。

ストーブ火災を防ぎましょう
問い合わせ　西消防署 市民安全課 予防調査係
　　　　　　（☎025-262-2119）

　これからの季節、暖房器具の本格使用が始まり
ます。ストーブの上に洗濯物を干さない、消火を
確認してから給油を行うなど、暖房器具を適切に
使用し、火災を防ぎましょう。

問い合わせ　 西区 健康福祉課 健康増進係（☎025-264-7433）

　特定健康診査（特定健診）は、生活習慣病の発症や悪化を予防するための大
切な健診です。目には見えない「からだ」の状態を健診で確認することが、健康
に暮らせる未来につながります。

　国民健康保険加入者、後期高齢者医療制
度加入者、生活保護受給者が特定健診を受
診する際は、市が発行する「特定健康診査・
がん検診受診券」が必要です。お手元にな
い場合は、区役所健康福祉課、または地域
保健福祉センターで発行します。

年に一度の特定健診があなたの健康を守ります

　詳しくは、受診
券に同封の「検診
いっ得？」で確認
できます。

テーマテーマ　 あなたがみんなに教えたい、とっておきの西区あなたがみんなに教えたい、とっておきの西区
対象対象　西区在住・在勤・在学の人（応募多数の場合、抽選で掲載）西区在住・在勤・在学の人（応募多数の場合、抽選で掲載）
応募内容応募内容　 １㍋バイト～２㍋バイト程度のカラー画像データ（人物が写って１㍋バイト～２㍋バイト程度のカラー画像データ（人物が写って

いる場合は事前に了承を得ること。不鮮明な画像や文字などを挿いる場合は事前に了承を得ること。不鮮明な画像や文字などを挿
入した画像、不適切であると思われる画像は掲載しません。また、入した画像、不適切であると思われる画像は掲載しません。また、
背景など加工する場合があります）背景など加工する場合があります）

応募方法応募方法　 30日（水）までにメール（chiiki.w@city.niigata.lg.jp)30日（水）までにメール（chiiki.w@city.niigata.lg.jp)
（右の二次元コード）で、件名に「とっておきの西区」、（右の二次元コード）で、件名に「とっておきの西区」、
本文に氏名、連絡先、写真の場所や内容（簡単な説明）本文に氏名、連絡先、写真の場所や内容（簡単な説明）
を明記し、画像データを添付の上、問い合わせ先。を明記し、画像データを添付の上、問い合わせ先。

問い合わせ問い合わせ　 西区 地域課 広報・広聴担当（☎025-264-7180）　 西区 地域課 広報・広聴担当（☎025-264-7180）
あなたの写真で西区だよりの紙面を飾りますあなたの写真で西区だよりの紙面を飾ります

　　西区役所だより「にし」令和５年１月１日号の一面を華やかな紙面にするた西区役所だより「にし」令和５年１月１日号の一面を華やかな紙面にするた
めに、西区の魅力溢れる写真を募集します。あなたの写真が新年を飾ります。めに、西区の魅力溢れる写真を募集します。あなたの写真が新年を飾ります。
奮ってご応募ください。奮ってご応募ください。

新年号新年号

ジェンヌまつり
い
も
日時
1 月

17日（土）、
18日（日）2

会場　
ファーマーズ・マーケットいっぺこ～と（亀貝3066）

午前９時　　 分～午後３時

内
容

いもジェンヌ生芋・焼いもの販売　こいもの詰め放題
ガラポン抽選会　いもジェンヌを使ったスイーツの販売
いもジェンヌを使った総菜・ジェラート・大判焼きの販売いもジェンヌ情報サイトいもジェンヌ情報サイト いもジェンヌちゃんのインスタグラムいもジェンヌちゃんのインスタグラム

いもジェンヌいもジェンヌのお得な情報がいっぱいのお得な情報がいっぱい
　　いもジェンヌを通じた生産地域の活性化のために、生産者やJA いもジェンヌを通じた生産地域の活性化のために、生産者やJA 
新潟かがやき、商工会、西区農政商工課で、「いもジェンヌ農商工連携協議会」新潟かがやき、商工会、西区農政商工課で、「いもジェンヌ農商工連携協議会」
を組織しています。を組織しています。
　同協議会では、「いもジェンヌ情報サイト」や「いもジェンヌちゃんのインス　同協議会では、「いもジェンヌ情報サイト」や「いもジェンヌちゃんのインス
タグラム」（下の二次元コード）で、イベントやキャンペーン、料理レシピなどタグラム」（下の二次元コード）で、イベントやキャンペーン、料理レシピなど
を発信してます。ぜひ、ご覧ください。を発信してます。ぜひ、ご覧ください。

@imosienne

被害件数市内ワースト１位
　西区では、令和４年９月末時点での特殊詐欺被害件数が10件と、市内ワース
ト１位です。知らない番号や息子をかたる人物からの電話でお金を要求された
場合は、いったん落ち着いて、家族、区役所、警察に相談しましょう。

特 殊 詐 欺

相談は
こちら

新潟県警察�けいさつ相談室　☎＃9110
新潟西警察署　☎025-260-0110
西区�総務課�安心安全係　☎025-264-7120

受診には受診券が必要です

に 注 意 ‼

30
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いもジェンヌの季節になりましたいもジェンヌの季節になりました 問い合わせ　�西区�農政商工課�食と産業振興室（☎025-264-7623）



新潟市ファミリー・サポート・セン
ター入会説明会
　「ファミサポ」では、子どもの預かり
や送迎を行う子育て支援を行っていま
す。支援を受けたい人のほか、支援し
たい人も登録できます。
日12月13日（火）午前10時から
　※�説明会は１時間程度。その後希望

者のみ登録手続き
場西新潟市民会館
人先着５人
持�運転免許証など現住所が確認できる
もの、保護者の写真（３㌢×2.5㌢）２枚

申�新潟市ファミリー・サポート・セン
ター（☎025-248-7178）

第８回西区自治協議会
　傍聴を希望する人は直接会場へお越
しください。なお、会議の概要や資料
は、区政情報コーナーや区ホームペー
ジでご覧になれます。
日11月29日（火）午後３時から
場西区役所健康センター棟１階大会議室
人先着10人
問�西区地域課企画・地域振興担当（☎
025-264-7161）

地形図の現地調査にご協力ください
　西区の地形図作成のため、現地調査
を実施します。土地の状況や施設の名
称などを確認するため、市の委託を受
けた測量従事者が、敷地内に立ち入る
ことがあります。測量従事者は身分証
を携帯しています。
日令和５年３月中旬まで
場金巻・木場地区
問�都市政策部都市計画課（☎025-226-
2679）

おはなしのじかん

問坂井輪図書館（☎025-260-3242）
　黒埼図書館（☎025-377-5300）
　内野図書館（☎025-261-0032）
　※西内野地区図書室は、坂井輪図書館へ

◆西新潟オープンカレッジ 地域学部
日�12月８日（木）午後１時30分～３時
30分

内近年の発掘調査について
講市文化財センター職員
人先着60人
￥500円
申12月３日（土）までに電話で同館

◆ 子どもの発達障がい ともに育って
いくための基本を学ぶ

日12月15日（木）午前10時～正午
講長澤正樹（新潟大学教職大学院�教授）
人先着30人
申�あす21日（月）～12月８日（木）に電
話で同館

33西区役所だより に し

西区役所だより「にし」は、毎月第１・３日曜日に発行しています。　次号は 12月４発行です。

33西区役所だより に し令和４年 11 月 20 日

日＝日時　場＝会場　内＝内容　
講＝講師　人＝対象・定員　持＝持ち物
￥＝参加費（記載のないものは無料）
申＝申し込み　問＝問い合わせ

情報プラザ
★メールでの問い合わせ、申し込みは、携帯電話の迷惑メール対策（ドメイン
拒否）などにより、担当課から返信できない場合があります。送信する前に設
定の確認・変更をお願いします。
★FAX・メールでの申し込みで、特に記載のないものは、住所、氏名、電話番
号を明記してください。

お 知 ら せ

公 民 館

◆うちのDEシネマ
　直接会場へお越しください。
日11月25日（金）午後１時30分から
内シェーン（118分）
人先着50人

◆おもちゃ病院in西地区公民館
　直接会場へお越しください。
日12月４日（日）午後１時～３時
￥実費負担の場合あり

◆カプラ®のじかん
　直接会場へお越しください。
日11月27日（日）午前10時～11時30分
人幼児とその保護者、小学生

◆おもちゃ病院in黒埼地区公民館
　直接会場へお越しください。
日11月27日（日）午後１時～３時
￥実費負担の場合あり

◆みんなで選ぶ上映会
　投票で選ばれた作品を上映します。
直接会場へお越しください。
日11月30日（水）午後１時30分から
内おくりびと（130分）

◆男の料理 簡単パッククッキング
日12月７日（水）午前10時～正午
内ポリ袋を使った簡単クッキング
人男性�先着10人
持エプロン、三角巾、布巾、手ふきタオル
￥500円（材料代）
申�あす21日（月）～12月１日（木）に電
話で同館

◆パパと作ろう！ シルバーペンダント
　好きな文字を入れて自分だけの銀の
ペンダントを作ります。
日12月11日（日）午前10時～正午
講�内田岳志（１級貴金属装身具製作技
能士）

人�小学生と父親�５組（応募多数の場
合、抽選。子ども２人まで）

￥�子ども２人の場合のみ550円（材料代）

黒埼地区公民館 ☎025-377-1420
〒950-1115　鳥原909-1
メール  kurosaki.co@city.niigata.lg.jp

催
し
に
参
加
す
る
場
合
は
、
そ
れ
ぞ
れ
で
実
施
さ
れ
る

 西地区公民館  ☎025-261-0031
 〒950-2112　内野町603
 メール  nishi.co@city.niigata.lg.jp

河川美化啓発ポスターコンクール受賞者決定
受賞者決定

　西川をはじめとした地域を流れる川の環境美化に関心をもってもら　西川をはじめとした地域を流れる川の環境美化に関心をもってもら
おうと、西区と西蒲区の小学生を対象に河川美化啓発ポスターコンクーおうと、西区と西蒲区の小学生を対象に河川美化啓発ポスターコンクー
ルを実施しました。179点の応募の中から、西区長賞５点を紹介します。ルを実施しました。179点の応募の中から、西区長賞５点を紹介します。
また、区内の２会場で優秀賞と合せて作品の展示会を開催します。ぜひ、また、区内の２会場で優秀賞と合せて作品の展示会を開催します。ぜひ、
ご覧ください。ご覧ください。

問い合わせ問い合わせ　　西区 区民生活課 生活環境係（☎025-264-7261）西区 区民生活課 生活環境係（☎025-264-7261）

「まもろう！川のいのち」「まもろう！川のいのち」
　　どうとくの時間に、「しぜんをどうとくの時間に、「しぜんを
大切にしよう」というべんきょ大切にしよう」というべんきょ
うをしました。学校の近くの西うをしました。学校の近くの西
川もきれいにして、生きものが川もきれいにして、生きものが
たくさんそだつといいなと思い、たくさんそだつといいなと思い、
ポスターをかきました。元気にポスターをかきました。元気に
およぐメダカをかくのをがんばおよぐメダカをかくのをがんば
りました。りました。

「みんなの大切な川」「みんなの大切な川」
　　ぼくの学校の近くには、西川ぼくの学校の近くには、西川
がながれていてます。ぼくは、がながれていてます。ぼくは、
虫とりがすきなので、西川で大虫とりがすきなので、西川で大
きなトンボがとれたらいいなときなトンボがとれたらいいなと
思い、ポスターをかきました。思い、ポスターをかきました。
トンボのもようをくふうしましトンボのもようをくふうしまし
た。じょうずにかけてよかったた。じょうずにかけてよかった
です。です。

作品の展示会
イオン新潟西店 イオン新潟西店 １階フードコート　１階フードコート　日12月４日（日）まで12月４日（日）まで
内野まちづくりセンター １階交流スペース　内野まちづくりセンター １階交流スペース　日12月７日（水）～15日（木）12月７日（水）～15日（木）
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典さん�（赤塚小２年）
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はる の
乃さん�（赤塚小２年）

仁
に た み
多見日

ひまり
葵さん�（五十嵐小１年）

「川を大切にしよう」「川を大切にしよう」
　ぼくは、川の生きものかんさ　ぼくは、川の生きものかんさ
つ会に弟とさんかしました。たつ会に弟とさんかしました。た
くさんの生きものがすんでいるくさんの生きものがすんでいる
きれいな川をこれからもまもりきれいな川をこれからもまもり
たいです。ハグロトンボとナマたいです。ハグロトンボとナマ
ズとコイが本ものに見えるようズとコイが本ものに見えるよう
にていねいにかきました。にていねいにかきました。

「川をたいせつに」「川をたいせつに」
　わたしは、とう校の時に友だ　わたしは、とう校の時に友だ
ちとまち合わせをしている川のちとまち合わせをしている川の
絵をかきました。川には、カモ絵をかきました。川には、カモ
がおよいでいて、山もよく見えがおよいでいて、山もよく見え
ていいけしきです。川やカモがていいけしきです。川やカモが
いきいきいられるように、わたいきいきいられるように、わた
しもできることをしたいと思いしもできることをしたいと思い
ます。ます。

「川のさかながごみをたべちゃう」「川のさかながごみをたべちゃう」
　西川を見たら、川が緑色でに　西川を見たら、川が緑色でに
ごっていて、魚さんたちは苦しごっていて、魚さんたちは苦し
いかなぁと思いました。いかなぁと思いました。
　きれいな川になって、魚さん　きれいな川になって、魚さん
たちが気持ちよくなるといいたちが気持ちよくなるといい
なぁ、と思って絵をかきました。なぁ、と思って絵をかきました。

催 し
会場 12月 時間 内容

坂井輪
図書館

10日（土）10:30～10:50

絵本の読み
聞かせ、ほ
か

12日（月）10:30～10:4511:00～11:15
24日（土）10:30～10:50
26日（月）10:30～10:4511:00～11:15

黒埼
図書館

毎週水曜
(７日は
休み) 10:30～10:50

絵 本 の 読
み聞かせ、
21日（ 水 ）
は赤ちゃん
向けわらべ
うた、ほか

17日（土）

内野
図書館

毎週金曜
（30日は
休み）

10:30～12:00
（希望の時間に
１組10分程度）

絵本の読み
聞かせ、ほ
か

西内野
地区図書室

10日（土）
14:00～14:20

絵本の読み
聞かせ、ほ
か24日（土）

申�25日（金）までに新潟市
電子申請サービス「かん
たん申込み」（右の二次元
コード）または電話で同館

◆さかいわちいさな映画館
　直接会場へお越しください。
日12月２日（金）午後１時30分から
内巴里のアメリカ人（113分）
人先着30人

◆筝
こと

にチャレンジ
　直接会場へお越しください。
日�12月４日（日）午後１時30分～２時
30分

内�小・中学生による筝の発表会と演奏
体験

真柄ふれ愛トリオコンサート
日12月１日（木）午後２時～３時30分
場新潟ユニゾンプラザ（中央区上所２）
内�奥村愛（バイオリン）、奥村景（チェ
ロ）、山宮るり子（ハープ）によるト
リオコンサート

人�先着100人
申�公益財団法人真柄福祉財団（☎025-
378-8460）

坂井輪地区公民館 ☎025-269-2043
〒950-2055　寺尾上3-1-1
メール  sakaiwa.co@city.niigata.lg.jp

小針青山公民館 ☎025-230-1071
〒950-2022 小針2-24-1 第4月曜休館
メール  kobariaoyama.co@city.niigata.lg.jp

市民グループなどから寄せられた催し物
案内を掲載しています。詳細は、主催者
にお問い合わせください。

ふれあい掲示板

絵の具であそぼう！
　紙と紙で絵の具をはさみ、ギュッと
押したらどんな模様ができるかな？
日12月４日（日）午前10時30分～正午
場坂井輪地区公民館
人�３歳～小学生とその保護者�先着30
組（小学生だけの参加可）

持�はさみ、スティックのり、汚れてもよい服装
￥500円（材料代）
申�電話またはメール（ikko5152@gmail.
com)で子育て支援「ビバ！ばんびー
の」・池（☎090-2991-9978）

壊れたおもちゃを一緒に診断しま
しょう
　直接会場へお越しください。
日12月４日（日）午後１時～３時
場�イオン新潟青山店２階コミュニティ
広場（青山２）

￥実費負担の場合あり
問�お もちゃ病院にいがた西（eco@
gf.mods.jp）

24時間DV・セクハラホットライン
　DVや虐待、セクハラなどで悩んで
いる女性や子どもからの電話相談を受
け付けます。秘密は固く守られます。
日12月７日（水）正午～８日（木）正午
申�NPO法人ウィメンズサポートセン
ターにいがた（☎025-201-4556、
025-201-4557）

新潟県カウンセリング協会 傾聴の
会 無料カウンセリング
　夫婦、家族、仕事、転職、人間関係
など、さまざまな悩みに心理カウンセ
ラーが対応します。
日�12月11日（日）、25日（日）午前９時～
正午（１人50分）

場クロスパルにいがた（中央区礎町通３）
人各回先着10人
申�実施日前日までに電話で同会（☎
025-374-6544）

感
染
対
策
を
確
認
し
、
徹
底
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し
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す


