に し か ん

令和 元 年 6 月 2 日

夏期(7月〜9月)スクール参加者募集

所要時間 各1時間（全10回）
1回520円 ◆のみ1回650円
スクール名

曜日

定員(先着)

開始時間

かんたん！エアロ＆ピラティス

午後7時

30人

ジャイロキネシス

午後8時15分

20人

赤ちゃんと産後ママ
の！エクササイズ

午前10時45分

20組

午後2時半

30人

午後8時15分

30人

午後1時15分

25人

水 太極拳
（二十四式）
スポーツ愛好者!
スタビライゼーション
木 からだらくらく！リセット体操

中原八一市長が区内の農業法人を視察
〜有限会社サンケイ新潟〜

電話で同館（☎0256-78-7258）へ

月

金

まちの話題

西川総合体育館

体幹ピラティス

午後1時15分

◆ハワイアン・フラ中級

午後8時15分

対

3

象

5月7日、儲かる農業の実現に向けて、中之口地区にある農業
法人有限会社サンケイ新潟を中原八一市長が視察しました。視
察では、同法人職員から経営概要や農地の集約化に向けた取
組みのほか、精米販売を中心とする6次産業化部門の拡大や法
人として力を注いでいる農業後継者育成について説明を受けま
した。
同法人では、水
稲と大豆・施設園
芸による複合経営
に取り組んでおり、
今後は基盤整備に
よる作業の効率化
を目指しています。

中学生を除く
15歳以上の人
生後3か月〜12か月
の乳児と母親

中学生を除く
15歳以上の人

各30人

※その他多数のスクールを開催しています

お知らせ版
相

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

■松郷屋焼
「岩室の窯展」
6月24日(月)〜7月4日(木)
午前9時〜午後5時
休館日 7月1日(日)
同館
松郷屋焼
（岩室窯や夏井窯で焼かれた
焼酎徳利などの展示会）
同館

子育て

行政書士

問 0256-72-6240（どんぐりの舎）

●なっちゃん先生と遊ぼう
6月5日(水)午前10時45分〜11時15分
講師 下田奈津美さん(ダンスインストラ
クター)
持ち物 飲み物
●おはなしぱぴい
「絵本読み聞かせ」
6月6日(木)午前10時45分〜
●赤ちゃん広場
「夏の感染症と肌ケア」
6月11日(火)午後2時〜3時
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。
●育児講座
「トイレトレーニング」
6月13日(木)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 個別育児相談もできます
●おはなし会
巻図書館の職員が絵本の紹介を行いま
す。
6月14日(金)午前11時〜同15分
●お誕生会
6月20日(木)午前10時半〜11時
6月生まれのお子さんは18日(火)まで
に直接又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

●赤ちゃん広場
親子でふれあい遊びと、ほかの保護者
の皆さんと交流しませんか。
あす3日(月)随時
●発育測定

無料相談会

相続、遺言、エンディングノートについ
て、行政書士が無料で相談に応じます。

あす3日(月)・4日(火)随時
●作って遊ぼう
6月12日(水)・13日(木)随時
七夕飾り制作

期

さくらんぼ なかのくち子育て支援センター
問 025-375-5690

●歯科衛生講座
6月11日(火)午前10時20分〜11時半
講師 幡本範子さん(歯科衛生士)
いつも使っている歯ブラシ
持ち物 タオル、
あそびの山 岩室地域児童館
問 0256-82-2169

ころころ広場 巻子育て支援センター

200円
電話で同センター(☎0256-73-6780)へ

談

6月の休館日は11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。
●児童館クリーン作戦
児童館の庭の草刈りや館内の掃除を行
います。
6月8日(土)午後2時〜
持ち物 軍手、
タオル、帽子など
●ぴよぴよひろば
父の日のプレゼント制作を行います。ぴ
よぴよフォトも同時開催。テーマは
「雨の日
にお散歩へでかけよう♪」
です。
6月12日(水)午前10時半〜

お知らせ
中之口学校給食センター運営委員会
6月10日(月)午後3時半〜
中之口出張所
傍聴者の定員 5人(多数の場合は抽選)
※当日直接会場にお越しください
同センター(☎025-375-3250)

潟東体育館 7月1日に閉館
閉館後は改修工事を行い、
コミュニティ
センターとして整備します。体育館は6月
30日(日)まで開館しています。
地域総務課企画・文化スポーツグルー
プ(☎0256-72-8194)

岩室農村環境改善センター
長期休館のお知らせ
施設改修工事のため長期休館します。
ご理解とご協力をお願いします。
休館日 8月5日(月)〜来年1月31日(金)
同センター(☎0256-82-5877)

日

時

間

6月12日(水)

①午後2時〜3時

7月10日(水)

②午後3時〜4時

※6月12日(水)は②のみ
西川図書館
各回先着1人
開催日前日までに電話で西川図書館
(☎0256-88-0001)へ

催

し

まき福祉会
健康づくり教室「すまいる白寿」
リハビリの専門家による、筋トレやスト
レッチなどの体操教室です。
6月7日(金)午後2時〜3時半
白寿荘西
50歳以上の人
300円(保険料含む)
持ち物 運動靴、
タオル、飲み物
6月6日(木)までに電話で白寿荘地域支
援課(☎0256-72-1077）
へ

地域包括支援センター巻
認知症カフェ かくだ山
認知症の人や家族、介護を終えた人、認
知症のことを知りたい人など、
どなたでも
参加できます。
6月15日(土)午後1時半〜3時半
※出入り自由
西川学習館
介護経験者による講話

巻地区みどりの会
松の木剪定研修会
庭の木々を美しくする方法を体験して
みませんか？
①6月21日(金)、②7月15日(月)いずれ
も午前8時半〜11時半
①巻北小学校 ②憩いの家得雲荘
500円
持ち物 剪定はさみ、軍手
実施1週間までに電話で巻地区ボラン
ティアセンター(☎0256-73-3565)へ

西蒲区将棋会
「夏の陣」
将棋大会
6月23日(日)午前9時半〜
(受付：午前9時〜)
巻やすらぎ会館
区内在住・在勤の人 ※小学生以上
会員1,000円、一般1,500円、小・中学
生800円 ※昼食代を含む
対戦方法 棋力別に分けて総当たり戦
6月15日(土)まで電話で同会 伝川
(☎0256-72-5927)へ

夏期楽ヨガ教室
6月27日〜9月12日(毎週木曜、全10
回)①午前11時〜正午、②午後1時〜2
時、③午後2時半〜3時半
中之口体育館
初心者向けヨガ教室
18歳以上 各コース先着10人
3000円
持ち物 運動できる服装、
タオル、飲み物
電話で同館(☎025-375-5007）
へ

休日救急当番医 ● 6 月 2 日 〜 6 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
6月 2日 松村醫院 ･･･････････････巻地区
☎0256-72-1151
9日 本間医院 ･･･････････････燕市
（分水地区） ☎0256-98-2350
※6月16日は整形外科の診療を新潟市急患診療センター
（☎025-246-1199）
で行います 【診療受付時間】午前9時〜午後9時半
●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

※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

