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平成 30年 7 月 1 日

まちの話題

もうすぐ夏休み♪図書館に行こう！
●ボランティアのおはなしのじかん
7月8日(日)午前11時〜同30分
潟東図書館
読み聞かせ、工作
潟東図書館
（☎0256-70-5141）

日

時

間

会

場

定

員

7月21日(土)

午後1時半〜3時半

潟東図書館

先着4人

7月22日(日)

午前9時半〜11時半

西川図書館

先着8人

7月29日(日)

午前9時半〜11時半

岩室図書館

先着6人

協力して救命行為

消防署が感謝状

6月8日（金）、西蒲消防署において適切な救命行為により人命救
助に貢献した市民に対し、感謝状の贈呈式が行われました。
感謝状を受けたのは区内の物流会社に勤める3人で、4月8日
（日）、勤務中に倒れた同僚を助けるため、心臓マッサージや速やか
な119番通報、到着した救急隊への引き継ぎなどを協力して行いま
した。
贈呈式に参加した松永智仁さん
は「救急救命に関する知識やＡＥ
Ｄの重要性を再認識しました。今
後の教訓としたいです」
と話してい
ました。

●チャレンジ！子ども図書館員
期

3

カウンター体験や本の修理など図書館の仕事を体験
小学生
7月5日(木)午前10時から電話で各館(潟東図書館 ☎0256-70-5141、西川
図書館 ☎0256-88-0001、岩室図書館 ☎0256-82-4433)へ

●君も図書館で名探偵！夏休みスペシャル！
7月21日(土)〜8月31日(金)
巻図書館
図書館や本に関するクイズ ※全問正解者にはプレゼントあり
小学生
巻図書館
（☎0256-73-5066）

オープン!
7/9
（月） 西川の茶の間 「支えの会」

●ふしぎでこわ〜いおはなし会

赤ちゃんから高齢者まで大歓迎！地域の皆さんが誰でも居心地よく、
気軽に参加できる地域の茶の間「支えの会」が7月9日(月)に開所式を迎
えます。楽しく自由に和気あいあいと、「支え、支え合う地域づくり」
を進めましょう。
N

8月5日(日)①午後3時〜3時25分、②午後3時半〜4時
巻図書館
絵本の読み聞かせ
①3歳以上、②小学生以上
巻図書館
（☎0256-73-5066）

お知らせ版
日 ＝日時 場 ＝会場 内 ＝内容 人 ＝対象・定員
￥ ＝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）

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）

●おはなしぱぴい
「絵本読み聞かせ」
7月5日(木)午前10時45分〜
●七夕会
7月6日(金)午前10時45分〜
パネルシアター・バルーン
●赤ちゃん広場
「睡眠と泣き」
7月6日(金)午後2時〜3時
講師 巻地域保健福祉センター 保健師
持ち物 バスタオル、
飲み物、
母子健康手帳
その他 個別育児相談も開催。実習生の
お兄さん・お姉さんも来ます。
●ハワイアンリトミック
音楽に合わせてお子さんと楽しく体を
動かして遊びましょう。
7月12日(木)午前10時半〜11時半
講師 白倉智尋さん
●ゆたぴー先生の育児講座
「幼稚園・保育園について」
7月20日(金)午前10時半〜11時半
講師 斎藤裕さん
（新潟県立大学教授）
その他 個別育児相談も開催
ぽかぽかコアラ 岩室子育て支援センター
問 0256-82-2900

●赤ちゃん広場
7月3日(火)午後2時〜3時
「離乳食について」
講師 健康福祉課 管理栄養士
その他 個別相談も開催
●七夕会
岩室保育園の七夕会に参加します。
7月6日(金)午前10時半〜
●発育測定
7月9日(月)・10日(火)随時
●絵本読み聞かせ
7月11日(水) 午前11時〜
さくらんぼ なかのくち子育て支援センター
問 025-375-5690

●七夕の集い
七夕飾りをして歌やゲームを楽しみま

しょう。
7月5日(木)午前10時半〜11時
●風鈴制作
7月9日(月)・10日(火)①午前10時〜
11時、②午後2時〜3時
あそびの山 岩室地域児童館
問 0256-82-2169

7月の休館日は10日(火)午後です。各
行事の詳細は、
ホームページを確認してく
ださい。
●みみちゃん広場
「七夕を楽しもう」
七夕の写真を撮影できるスペースがあ
ります。みんなで七夕を楽しもう。
7月5日(木)午前10時半〜
●0
（ゼロ）
ちゃんタイム
今月のお昼寝アート
（第1回）
は
「七夕」
です。
「はっぴぃmamaはうす出前講座」
も
開催。
7月6日(金)午前10時15分〜正午
(お昼寝アートは9時半〜)
講座
「ママ向けヨガ」
持ちもの ヨガマットまたはバスタオル
●七夕会
7月7日(土)午後2時〜
七夕クイズなど
●ベビーダンス
音楽に合わせて親子で楽しく踊ります。
運動不足も解消でき、赤ちゃんもリラック
ス。
7月19日(木)午前10時〜11時半
角田地区コミュニティセンター
講師 千原由佳さん
（ベビーインストラク
ター）
首の据わった3か月頃〜抱っこ卒業前
のお子さんと保護者 先着15組
持ち物 抱っこひも、体温計、
ボールペン、
タオル、飲み物
7月16日(祝)までに直接または電話で
同館へ

お知らせ
あつ〜い夏はプールへＧＯ！

毎週月曜 午前10時〜午後3時
学校町記念会館（西蒲区鱸52-2）
1回100円（高校生以下は無料）
※7月9日
（月）
は昼食（おにぎり）
あり
その他 毎月第4月曜日に、
「健康教室」
「健康・生活相談会」などを行います。
代表 赤川（☎0256-88-2301）

↑至越後
曽根駅

西川の茶の間
支えの会

◆運営ボランティアも大募集しています。
野菜などの差し入れも大歓迎です。
人とお越しください。
7月1日(日)〜8月31日(金)午前9時〜午
後9時
※7月1日〜7月20日の平日は午後6時〜9
時のみ
※正午〜午後1時・午後5時〜6時は遊泳
不可
休館日 月曜(祝日の場合はその翌日)、7
月7日(土)、7月8日(日)
一般200円、小・中学生または65歳以
上100円
注意事項 水泳帽子を着用。小学4年生
以下は成人(水着着用)の付き添いが必
要。オムツが取れていない子どもは水着
の下に水泳用オムツを着用。
中之口体育館（☎025-375-5007）

催

し

はたやまつり
7月7日(土)午後3時〜7時
西川地域コミュニティセンター前駐車場
豆腐販売、出店、楽器演奏、ほか
その他 先着100人に来場プレゼントを
用意。

西川体育
●センター

工房はたや（☎0256-70-4044）

フードバンクにいがた
生活困窮者支援団体・施設に無償で食
品提供するため、食品の寄贈を受け付け
ています。缶詰・調味料・カップ麺など
が不足していますので、皆さんのご支援
をお願いします。
7月14日
（土） 午前10時〜午後1時
ひのまる幼稚園
（フリーマーケット会場内）
フードバンクにいがた
（☎025-384-4466）

西蒲区民親善ゴルフ大会
7月18日(水)午前8時〜
新潟ゴルフ倶楽部（西蒲区峰岡）
午前中の9ホールハーフコンペほか
西蒲区在住または在勤の人 先着120人
参加費 2,500円（食事代含む）
プレー代 メンバー7,828円、平日会員
8,370円、ビジター8,910円（セルフ乗車
プレー）
7月10日(火)までに電話で新潟ゴルフ
倶楽部（☎0256-72-2562）へ

休日救急当番医 ● 7 月 1 日 〜 7 月 1 6 日
外科系 【診療時間】日曜日・祝日の午前９時〜午後５時
（吉田地区） ☎0256-92-1354
7月 1日 いわぶち整形外科クリニック･･･燕市
8日 しまがきクリニック ･･･････巻地区
☎0256-73-1312
15日 本間医院 ･･･････････････燕市
（分水地区） ☎0256-98-2350
16日 潟東けやき病院･･････････潟東地区
☎0256-86-3515
●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

7月と8月の期間、 中之口Ｂ＆Ｇ海洋セ
ンタープールが利用できます。 家族や友

※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

