に し か ん

平成 30年 8 月 5 日

区役所だより「にしかん」で
あなたのお店を紹介宣伝しませんか

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）

公民館
岩室地区公民館

☎0256-72-8844

■映画
「めぐみ 引き裂かれた家族の30
年」
上映会
13歳で北朝鮮に拉致されためぐみさん
を取り戻すため、闘い続けている横田さん
ご夫妻の感動的で衝撃的なドキュメンタ
リー映画を上映します。
8月15日(水)午後1時半〜3時半
同館
先着50人
電話で同館へ
■発達障がいへの理解を広げるための
「しゃべり場」
家族や自分のことで心配ごとや困りご
とがある人、発達障がいについて関心が
ある人、一緒に考えてみませんか。
8月28日(火)午後7時〜8時半
9月11日(火)午前10時〜11時半
9月25日(火)午後7時〜8時半
各回100円
持ち物 マイカップ
開催日の5日前までに電話で同館へ

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）

●赤ちゃん広場
「骨盤体操教室」
8月9日(木)午後2時〜3時
講師 陶山明子さん(カイロプラクター)
持ち物 バスタオル、
飲み物、
母子健康手帳
その他 発育測定も開催。手形・足形が
取れるかわいい発育ノートも用意。
●ころころまつり
8月24日(金)午前10時半〜11時半
ヨーヨー風船、
くじ引きなど
小学3年生以下 先着100人
※就学前児は保護者の同伴が必要
直接または電話で同センターへ
ぽかぽかコアラ 岩室子育て支援センター
問 0256-82-2900

8月13日(月)〜17日(金)のプール遊び
はお休みです。
●発育測定
8月7日(火)・8日(水)随時
●赤ちゃん広場
「ママと足もみ会」
8月9日(木)午後2時〜
講師 伊藤彩さん
（リフレクソロジスト）
さくらんぼ なかのくち子育て支援センター
問 025-375-5690

8月14日(火)〜16日(木)の
プール遊びはお休みです。
●芳香ジェル制作
あす6日(月)・7日(火)①午前10時〜11
時、
②午後2時〜3時
持ち物 制作用ビン
（ジャムのビンなど）
、
保冷剤
●赤ちゃん広場
「ベビーマッサージと育児相談」
8月8日(水)午後1時半〜3時半
講師 鷲尾智恵子さん
（助産師）
1歳未満児と保護者 先着20組
あそびの山 岩室地域児童館
問 0256-82-2169

8月19日(日)の午前は図書室・乳幼児室

のみの利用となります。また、8月27日
(月)までの月・水・金曜日は、小学生以上は
午後からの利用となります。
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
「おまつり」
です。
「はっぴぃmamaはうす出前講座」
も開催。
8月10日(金)午前10時15分〜正午
(お昼寝アートは9時半〜)
生年月日をもとにした体験型の統計個性
心理学
●夜の児童館
やきそばを食べたあと、
すずし〜くなるミ
ステリーを体験。
8月10日(金)午後7時〜8時半
※準備のため午後6時〜7時は休館
●パオパオひろば「プールで水遊び」
夏にぴったり、
ひんやりゼリー遊びを行い
ます。
8月17日(金)午前10時半〜

お知らせ
漏水調査にご理解とご協力を
漏水の早期発見のため、
道路上からお客
さまの水道メーター付近までの範囲で漏水
調査を行います。
下記の期間中、委託調査員が宅地内に
立ち入らせていただくことがありますので、
ご理解とご協力をお願いします。調査員は
「新潟市水道局委託調査員」
の腕章をつけ、
受託証明書と身分証明書を携行していま
す。
なお、
調査料金はかかりません。
調査期間 8月16日
（木）
〜11月30日
（金）
調査区域 巻甲、
巻乙、
竹野町、
堀山新田、
間瀬、
岩室温泉、
金池、
石瀬、
樋曽、
茨島、
三
方、
称名、
大原、
番屋、
井随
水道局中央事業所西蒲営業所維持係
(☎0120-411-002、
025-266-9311)

排水設備設置資金融資制度について
下水道への接続または公設浄化槽を設
置する排水設備にかかる工事費を、金融機
関で借り入れしていただき利子を新潟市が
負担する制度です。
貸出金額 100万円以内
利率 無利子
（市が負担）
償還方法 60カ月以内で元金均等
南下水道推進室(☎025-372-6661)

催

し

老人福祉センターいこいの家

場

所

4日(土)
10日(金)
18日(土)

こちらも
募集中！

いこい
の家
蛍雪荘

19日(日)
26日(日)

容

クール風呂
ラベンダー風呂
森林のお風呂

5日(日)

薬湯
いこい
の家
得雲荘

西蒲区役所ホームページに掲載するバナー広告の募集を行っています。
詳しくは地域総務課
（☎0256-72-8179）
まで問い合わせてください。

持ち物 定期利用券
（持っている人のみ）
蛍雪荘(☎0256-72-0850)、
得雲荘(☎0256-73-3867)
■カラオケ無料開放
（入館料除く）
8月8日(水)･18日(土)･24日(金)･28
日(火)正午〜午後3時
いこいの家西川荘
入館料 市内在住の人で60歳以上の場
合無料、60歳未満の場合250円、市外在
住の人450円
同館(☎0256-88-2218)

2018どろんこサッカー
参加者でチームを作り、水を張った田ん
ぼの中でサッカーの試合を行います。汚れ
てもよい服装で参加してください。
8月17日(金)午前9時〜午後3時
潟東ゆう学館隣の田んぼ
大人500円、中学生以下250円
その他 仮設シャワーあり
名 前 ･ 性 別 ･ 年 齢 ･ 連 絡 先を記 入し、
ファックスで潟東スポーツフィールド運営
グループ(FAX･☎0256-78-8923)へ

巻良寛会講演会
「良寛と松野尾のどち
（仲間）
」

講師 中野繁子さん(県都市緑化センター
花と緑のアドバイザー)
500円
8月14日(火)までに電話で巻地区ボラ
ンティアセンター(☎0256-73-3565)へ

西蒲おたっしゃ教室
自宅でも手軽にできる体操、栄養・脳・
体に関するミニ講話を行います。
8月21日〜10月30日(隔週火曜、全
回)午後3時〜4時半
新潟西蒲メディカルセンター病院
おおむね65歳以上の人 先着10人
500円(全6回分)
持ち物 動きやすい服装、内履き、タオ
ル、飲み物
8月17日(金)までに直接新潟西蒲メ
ディカルセンター病院
(☎0256-72-3111)へ

手づくりうちわとクラフト壁掛け
8月22日(水)午前10時半〜午後0時半
ほたるの里交流館
オリジナルうちわ・壁掛けの作成
先着20人
2,500円 ※入浴・昼食代含む
8月20日(月)までに電話でじょんのび
館(☎0256-72-4126)へ

松野尾は、奥の細道で芭蕉が訪れた地
です。松野尾の医師、中川立生の詩歌を
添削するなど、70歳を超えた良寛がわざ
地域包括支援センター巻
わざ訪ねるほどの原風景を探ります。
家族介護教室
8月19日(日)午後1時半〜3時
9月4日(火)午前10時〜午後3時
巻ふれあい福祉センター
講師 岡村鉄琴さん
（越佐文人研究会代表） （集合：9時45分）
集合場所 巻ふれあい福祉センター
500円
会場 じょんのび館
巻良寛会 江端
（☎0256-72-3364）
ミニ講座
「介護保険と看取りの話」
巻地区みどりの会 「家庭緑化講習会」
先着20人
1,000円 ※入浴・昼食代含む
8月21日(火)午前9時半〜11時半
8月28日(火)までに電話で同センター
巻ふれあい福祉センター
巻(☎0256-73-6780)へ
ガーデニングや秋野菜の栽培などの研
修、秋の草花の寄せ植えの実習

休日救急当番医 ● 8 月 5 日 〜 8 月 1 9 日

レモン風呂

25日(土)
12日(日)

内

広告主を
募集します

区役所だより「にしかん」では、区内の企業活動の振興などを目的に、本紙
に広告を掲載する事業所を募集します。
対象 西蒲区内に本社や営業所を有する事業所
※掲載できない業種があります。詳しくは問い合わせてください
募集する号 平成30年10月〜平成31年3月の毎月第1・第3日曜日号
※インターネット版の区役所だよりには、広告は掲載されません
募集枠数 72枠（12号×6枠） ※応募多数の場合は抽選
広告サイズ 縦約3.9センチメートル×横約7.9センチメートル
刷色 カラー
掲載料 掲載1回当たり6,000円
配布数 区内の約16,800世帯に戸別配布
所定の申込用紙に記入し、8月24日(金)までに地域総務課
（☎0256-72-8179）へ
※申込用紙は地域総務課窓口、区内各出張所または西蒲区ホームページから取得できます

■変わり風呂
いろいろな入浴剤を楽しめます。
8月

3

外科系 【診療時間】日曜日・祝日の午前９時〜午後５時
8月 5日 県立吉田病院 ･･･････････燕市
（吉田地区） ☎0256-92-5111
11日 高橋整形外科クリニック･･･西川地区
☎0256-70-4020
12日 青山医院 ･･･････････････燕市
（燕地区） ☎0256-63-9151
19日 えんどう整形外科クリニック ･･燕市
（燕地区） ☎0256-66-0009
●西蒲原地区休日夜間急患センター（巻地区 ☎0256-72-5499）

レモン風呂
森林のお風呂
ラベンダー風呂

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

市内在住の人で60歳以上の場合100
円、
60歳未満の場合250円、
市外在住の人
450円

※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

