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平成 30年 5 月 2 0 日

平成30年度

お知らせ版
日 ＝日時

場 ＝会場 内 ＝内容 人 ＝対象・定員

①区自治協議会のあり方検討委員会報告書について
②平成30年度区教育ミーティングの実施について
※詳しくは、西蒲区ホームページをご覧ください

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）

自動車税

●納期限 5 月 31 日（木）
※期限内の納入をお願いします
※金融機関やコンビニエンスストア、地域
振興局県税部窓口などで納付できます

公民館
巻地区公民館

☎0256-72-3329

■第36回巻茶会
6月3日(日)午前9時半〜午後3時
（点心は午前11時〜午後2時)
同館
茶席
（敬省略）
第1席
（抹茶） 裏千家流 永瀬宗恵
第2席
（抹茶） 石州流
小林博翠
第3席
（抹茶） 宗徧流
細山宗明
点心席
宗徧流
石井宗敏
茶状
2,700円(当日券1,600円)
※当日券は点心なし
同館

子育て
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）

●赤ちゃん広場
「ママのためのリラックスヨガ」
5月24日(木)午後2時〜3時
講師 渡辺佳子さん（ヨガインストラク
ター）
持ち物 バスタオル、飲み物、母子健康手
帳
その他 発育測定、手形・足形がとれるか
わいい発育ノートも用意
●ぽこあぽこさんの音楽遊び
5月25日(金)午前10時45分〜11時
15分
●育児講座
「トイレトレーニングについて」
6月1日(金)午前10時半〜11時半
講師 巻地域保健福祉センター 保健師
その他 個別相談もできます
ぽかぽかコアラ 岩室子育て支援センター
問 0256-82-2900

●作って遊ぼう
「おさんぽバック」
あす21日(月)〜23日(水)
●保育園の遊戯場で遊びましょう
5月24日(木)午前11時〜
●お誕生会
5月25日(金)午前10時半〜
なっちゃん先生と遊ぼう
講師 下田奈津美さん(ダンスインストラ
クター）
●丸小山公園で遊ぼう
6月1日(金)午前10時半〜11時半
※雨天中止
集合・解散場所 丸小山公園
さくらんぼ なかのくち子育て支援センター
問 025-375-5690

●公園にいこう
5月23日(水)午前10時〜11時半
※雨天中止
集合・解散場所 中之口ふれあい公園
持ち物 帽子、着替え、飲み物
5月22日(火)までに電話で同センターへ

●お誕生会
5月25日(金)午前10時45分〜11時
10分
5月生まれのお子さんは電話で同セン
ターへ
あそびの山 岩室地域児童館
問 0256-82-2169

各種行事の詳細は、ホームページで確
認してください。
●0
（ゼロ）
ちゃんタイム
今月のお昼寝アート)は
「母の日」
です。
職員講座は
「ふれあい遊び」
を行います。
5月23日(水)午前9時半〜
●スポーツ鬼ごっこ体験会
スポーツ鬼ごっこを実際にみんなでやっ
てみよう。
5月28日(月)午後1時半〜
持ち物 飲み物、
タオル
直接または電話で同館へ
●ピヨピヨ広場
「デコパージュで写真立て作り」
デコパージュを使って、
オリジナル写真
立てを作ります。
5月31日(木)午前10時半〜
先着10人
500円
直接または電話で同館へ

お知らせ
巻学校給食センター運営委員会
5月22日(火)午後3時〜4時
巻南小学校
傍聴者の定員 5人(多数の場合は抽選)
同センター(☎0256-72-2783)

募

集

巻地区まちづくり協議会
鯛車制作教室の参加者募集
巻に江戸時代から伝わる郷土玩具
「鯛
車」
を作る教室です。
6月3日〜7月29日 (6月17日(日)を除
く毎週日曜、全8回)いずれも午前9時〜
正午
巻中央コミュニティセンター
8,000円
※初参加の場合3,000円(15人まで)
全8回参加できる人 先着20人
5月31日(木)までに電話又はFAXで同
協議会
（☎0256-72-8736、
FAX 0256-72-3662)へ

岩室テニスクラブ会員募集
少人数(会員は主に50歳台)で、テニス
のショートラリーからゲームまで楽しんで
います。
毎週日曜 午後8時〜9時
岩室体育館
体育館使用料(参加者負担)
持ち物 テニスラケット、
シューズ
同クラブ 団原
(☎080-5526-1129)

相

第1回西蒲区自治協議会

4月23日、
巻地区公民館で、
第1回西蒲区自治協議会が開催されました。
主な内容は次のとおりです。

￥ ＝参加費（記載のないものは無料） 問 ＝問い合わせ

今 月の納税等

3

談

6月の【西蒲区下水道なんでも相談室】

■次回開催
5月30日(水)午後から
6

会

月

場

巻地区公民館
時

間

12日(火)

中之口出張所

午後2時

26日(火)

西蒲区役所

〜4時半

西部地域下水道事務所 南下水道推
進室
（☎025-372-6661）

特設人権相談所の開設について
心配事や困りごとなどを気軽に相談し
てください。人権擁護委員が相談を受け
ます。
6月1日(金)午前10時〜午後3時
巻ふれあい福祉センター
新潟地方法務局人権擁護課
(☎025-222-1563)

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、さまざまな悩みを心理カウンセラー
がカウンセリングで対応します。
6月10日(日)午前9時〜正午
相談時間 1人50分
新 潟 市 生 涯 学 習センター( 中 央 区 礎
町通3)
先着10人
6月9日(土)までに電話で同会 高橋
(☎090-3210-0051)へ

催

し

本の森コンサートin巻図書館
リコーダーアンサンブルの夕べ
6月9日(土)午後5時半〜6時40分
巻図書館
先着40人
クラシックやアニメソングなど、広く親
しまれている曲の演奏
演奏 巻リコーダー倶楽部
同館(☎0256-73-5066)

地域包括支援センター巻
家族介護教室
6月6日(水)午前10時〜正午
巻ふれあい福祉センター
ミニ講座
「介護者の疲労対策」
講師 渡辺従道さん(渡辺鍼伮院 院
長)
先着25人
6月1日(金)までに電話で同センター

地域総務課
（☎0256-72-8143）

(☎0256-73-6780)へ

巻郷土資料友の会 総会記念講演会
演題「日本一の国絵図『越後輿地全図』
の世界」
6月9日(土)午後2時〜3時半
巻地区公民館
講師 亀井功さん(同会会員)
300円
5月31日(木)までに電話で同会 近藤
(☎090-5572-2535)へ

まき福祉会 幸せ長寿応援活動
体操教室「すまいる白寿」
リハビリの専門家による健康づくり教
室です。
6月1日(金)午後2時〜3時半
白寿荘西
50歳以上の人
300円
持ち物 運動靴、
タオル、飲み物
白寿荘地域支援課
(☎0256-72-1077)

リウマチ医療講演会
6月3日(日)午後1時40分〜3時半
新潟市総合福祉会館(中央区八千代1)
講演「高齢関節リウマチ患者さんへの
対応」
講師 伊藤聡さん
（県立リウマチセンター
副院長）
公益社団法人日本リウマチ友の会新潟
支部(☎0257-23-2294)

女のスペース・にいがた
2018年度総会記念講演会
若い女性への性暴力は形を変えて増え
続けています。支援者として何ができるの
か一緒に考えましょう。
5月26日(土)午後2時15分〜4時45分
万代市民会館(中央区東万代町9)
講演
「新潟のA子ちゃん事件、糸魚川事
件から見る若年女性への性暴力 〜25
年で何が変わったのか〜」
講師 角田由紀子さん(弁護士)
先着70人
保育 あり
（要申し込み）
500円 ※学生無料
FAXでNPO法人 女のスペース・にいが
た (FAX 025-231-3010）
へ
同法人(☎025-231-3012)

休 日救 急 当 番 医 ● 5 月 2 0 日 〜 6 月 3 日
外科系 【診療時間】日曜日・祝日の午前９時〜午後５時
5月 20日 松村醫院 ･･･････････････巻地区
☎0256-72-1151
（燕地区） ☎0256-61-0550
27日 しらいし整形外科クリニック ･･燕市
6月 3日 高橋整形外科クリニック･･･西川地区
☎0256-70-4020
●西蒲原地区休日夜間急患センター（巻地区 ☎0256-72-5499）

内 科
受付時間は原則、診療終了時間の30分前までとなります。
小児科
【診療時間】内科・小児科：日曜日・祝日の午前9時〜午後5時と
歯 科
毎日（夜間）午後7時〜１０時
歯
科：日曜日・祝日の午前9時〜午後5時

「公共下水道」
や
「公設浄化槽」
につい
て、気軽に相談してください。

※新潟市急患診療センター
（中央区紫竹山：☎025-246-1199）
では、午後１０時
以降も内科・小児科の診療を行っています

《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

