
《広告欄》

■幼児期家庭教育学級
　7月2日～23日(毎週火曜、全4回)
午前10時～正午
　西川学習館
　木工おもちゃ作り、子育てのヒントと成
長・発達についての講話ほか
　1歳～就学前の子どもの保護者　抽選
15人
　300円
保育　1歳からの未就園児(要申込)
　あす17日(月)～6月21日(金)までに電
話で同館へ

●赤ちゃん広場「ママのための
リラックスヨガ」
　6月19日(水)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　発育測定も開催。手形・足形が取
れるかわいい発育ノートも用意。
●リトミック遊び
　6月25日(火)午前10時45分～11時15分
●作って遊ぼう「七夕飾り」
　6月26日(水)・27日(木)①午前10時半～
11時半、②午後2時半～3時半
※6月27日(木)は①のみ
●おはなしぱぴぃ「絵本読み聞かせ」
　7月4日（木）午前10時45分
●七夕会
　7月5日（金）午前11時～同20分

●お誕生会
　6月20日(木)午前10時半～
●絵本読み聞かせ
　岩室図書館の職員が楽しい絵本の読み
聞かせを行います。
　6月26日(水)午前11時～
●親子講座「お口の健康について」
　6月27日(木)午前10時～
講師　幡本範子さん(歯科衛生士)
　1歳までの乳幼児と保護者
持ち物　いつも使っている歯ブラシ
●赤ちゃん広場「夏の過ごし方」
　7月4日(木)午前10時～
講師　巻地域保健福祉センター　保健師

●お誕生会
　6月20日(木)午前10時45分～11時
　6月生まれのお子さんは電話で同セン
ターへ
●七夕飾り制作
　親子で楽しめる七夕飾りを作ります。
　6月24日(月)～6月28日(金)　①午前
10時～11時、②午後2時～3時

　各種行事の詳細は、ホームページで確認
してください。

●スマホ撮影テクニック講座
　プロカメラマンから、スマートフォンで子
どもをかわいく撮影するコツを学びます。
　6月18日(火)午前10時半～
●ボードゲームで遊ぼう
　約30種類以上のボードゲームを年齢や
経験に応じて遊べます。
　6月22日(土) 午後2時～
●0（ゼロ）ちゃんタイム
　今月のぴよぴよフォトは「雨の日におさ
んぽへ出かけよう♪」です。「片栗粉で遊
ぼう」「発育測定」も開催。
　6月27日(木)午前10時半～
持ち物　汚れてもいい服装
●ぴよぴよひろば
　みんなで七夕を楽しみます。
　7月3日(水)午前10時半～
●七夕会
　七夕にまつわるクイズなど楽しい企画
が盛りだくさんです。
　7月7日(日)午後2時～

　①6月23日(日)午前10時～11時45
分、午後1時～4時、②7月4日(木)午後2
時～4時
　①ウオロク巻店、②JA越後中央本店
持ち物　献血手帳・カード、初めて献血す
る人は運転免許証などの身分証明書
　健康福祉課健康増進係
（☎0256-72-8380)

　大学生が個別に勉強の仕方を教える「子
ども学習会」を開催します。高校進学のため
の相談もできます。
　7月中旬頃～　①毎週土曜午後2時～5
時、②毎週日曜午前9時～正午
※決定時期により順次参加
　西区坂井輪地区（決定時にお知らせ）
　市・県民税の所得割が課税されていない
世帯の小学校5・6年生と中学生　若干名
（応募多数の場合、世帯の状況を考慮して
決定）
　6月28日(金)必着で、申込書に必要書類
を添えて健康福祉課保護係へ
※申込書の配布場所：西蒲区健康福祉課
保護係、西川出張所、潟東出張所、中之口
出張所、岩室出張所
　健康福祉課保護係（☎0256-72-8395)

　プール開館期間中の監視員を募集しま
す。初めての人でも大丈夫です。
業務内容　プールの監視、清掃
勤務期間　7月2日(火)～8月31日(土)
※採用後、事前研修有り
勤務時間　①午前8時半～午後0時半、　
②午後1時～5時、③午後5時半～9時半
※上記の時間で応相談(フルタイム可)
※7月中旬頃まで平日は午後5時半～9時
半のみ
賃金　時給870円(交通費含む）
　18歳以上の人(高校生を除く)10人程度
　電話で中之口体育館
(☎025-375-5007)へ

　「公共下水道」や「公設浄化槽」に関し
て、気軽にご相談ください。

　西部地域下水道事務所南下水道推進室
(☎025-372-6661)

　走ってはいけないウォーキングサッカー
体験会を開催します。
　6月23日(日)午後2時～4時
　潟東体育館
　500円(保険料含む)
持ち物　内履き、運動のできる服装
　電話またはFAXで西蒲区サッカー連盟
（☎0256-78-8923)へ

　これまで何か始めてみたいと思っていた
方、ご自身に興味のあることをきっかけに
　①6月26日(水)午前10時～午後1時、②
9月27日(金)午後1時～3時半、③10月24
日(木)午後1時～3時半、④11月15日(金) 
午前10時～午後3時
　①・④角田コミュニティセンター
②・③松野尾地内ビニールハウス
　①そば打ち講座　②包丁研ぎ講座　③
日曜大工講座　④午前の部　男性料理講
座・午後の部　身体をケアするヨガ
　各回先着15人
　500円　※②、③のみ無料
　同協議会（☎0256-73-3356、FAX 
0256-73-3356)へ

　①7月5日(金)午前8時半～11時半、②7
月7日(日)午前8時～11時半
　巻西中学校　　　500円
持ち物　剪定はさみ、軍手
　実施1週間前までに電話で巻地区ボラン
ティアセンター(☎0256-73-3565)へ

　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。
　7月5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
　7月4日(木)までに電話で白寿荘地域支
援課(☎0256-72-1077）へ

　南米アンデス地方の民族楽器の演奏会
を開催します。南米の珍しい楽器の紹介も
あります。
　7月6日(土)午後5時半～6時45分
　巻図書館
出演者　いわむろマンタ
　同館(☎0256-73-5066)

　7月7日(日)午後2時半～4時半
　巻文化会館
　女声合唱、ギター・リコーダー・ピアノ・オ
カリナの演奏
　電話で同会　田辺(☎0256-73-2554)へ

　体組成測定、血管年齢測定などを行い
ます。理学療法士による運動の時間もあり
ます。※からだ測定、運動タイム、どちらか
のみの参加も可能です
　7月10日(水)午前9時半～11時半
　巻地域保健福祉センター
講師　まき福祉会 矢貴秀雄さん(理学療法士)
持ち物　運動靴、飲み物　
※運動タイム参加者のみ
　健康福祉課健康増進係
（☎0256-72-8380）

　良寛の心を学ぶために、座禅をしてみま
せんか。気軽にご参加ください。
　7月11日(木)午前10時～11時半
　種月寺(石瀬地内)
講師　寒河江真爾さん（種月寺住職）
　500円
　7月5日(金)までに電話で同会　江端
(☎0256-72-3364)へ

　7月17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8,152円、平日会員8,690
円、ビジター9,230円（セルフ乗車プレー）
持ち物　未使用のタオル(西蒲区内の介護
施設へ寄付)
　7月8日(月)までに電話で新潟ゴルフ倶
楽部（☎0256-72-2562）へ
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お知らせ版
＝日時　 ＝会場　 ＝内容　 ＝対象・定員　
＝参加費（記載のないものは無料）
＝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）　

日
￥
申

問
場 内 人

＝問い合わせ

第2回ウォーキングサッカー体験

巻良寛会　参禅会

巻図書館
本の森コンサート「アンデスの風」

西蒲区親善ゴルフ大会

西蒲区社会福祉協議会
男性シニア応援講座

巻音楽同好会　ファミリーコンサート

からだ測定！運動教室！

巻地区みどりの会　初心者技術講習会

まき福祉会
健康づくり教室「すまいる白寿」

お知らせお知らせ
献血(全血)のお知らせ

募　集募　集
子ども学習会　参加者募集

中之口Ｂ＆Ｇ海洋センタープール
監視員募集

相　談相　談
7月の【西蒲区下水道なんでも相談室】

さくらんぼ
025-375-5690問

子育て子育て
ころころ広場 巻子育て支援センター
0256-72-6240（どんぐりの舎）問

ぽかぽかコアラ
0256-82-2900問

0256-82-2169問

あそびの山

休日救急当番医 ● 6 月 1 6日～ 7月 7日
【診療時間】日曜日・祝日の午前９時～午後５時

※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

外科系

●西蒲原地区休日夜間急患センター（巻地区 ☎0256-72-5499）

【診療時間】内科・小児科：日曜日・祝日の午前9時～午後5時と
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

内　科
小児科
歯　科

 6月   23日 高橋整形外科クリニック･･･西川地区 ☎0256-70-4020
  30日 県立吉田病院 ･･･････････燕市（吉田地区） ☎0256-92-5111
7月     7日 青山医院 ･･･････････････燕市（燕地区） ☎0256-63-9151

受付時間は原則、診療終了時間の30分前までとなります。

※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

公民館公民館
西川地区公民館 ☎0256-88-2334

会　場 時　間
西蒲区役所

岩室出張所

7　月
9日(火)

23日(火)

午後2時
～4時半

お詫びと訂正　本紙6月2日号の3面に掲載した岩室地区公民館　松郷屋焼「岩室の
窯展」の記事中、休館日に誤りがありました。お詫びして訂正します。
【誤】休館日　7月1日(日)　→　【正】休館日　7月1日(月)

令和元年 6月16日  に  し  か  ん  33

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


