
地域総務課企画・文化スポーツグループ(☎0256-72-8194)

　西蒲区では中之口地区から巻駅前まで区バスを運行しています。普段区バスに乗らない人にも気軽に利用してもらうため、以下の区
間において、運賃を初乗り150円からワンコイン（50円）に変更しました。巻駅からの通学などで、ぜひ利用してください。

通学・通勤・お出かけには

西蒲区では中之口地区から巻駅前まで区バスを運行しています。普段区バスに乗らない人にも気軽に利用してもらうため、以下の区

区バスの利用が便利です区バスの利用が便利です

　西蒲区では区バス運行を継続するために、車両に掲載する企業などからの広告を
募集しています。新しい車体に広告を出してみませんか。掲載の流れや運行状況など、
詳細は西蒲区地域総務課（☎0256-72-8194）まで問い合わせてください。

　今年も区バスは全区間で、小学生以下を対象に、夏休み期間に
限り運賃が50円になります。夏休みのおでかけにぜひ区バスを利
用してください。

●夏休みこどもワンコイン区バス概要
　【対象】小学生以下のお子さん
　【運賃】50円
　【期間】７月22日(月)～8月30日(金)
　【区間】区バス運行の全区間
※区バスにのみ適用。同じ経路を運行する路線バスは対象外です
※４月に配布した「西蒲区公共交通まるごとガイド」などで区バスの
　運行時刻をご確認のうえ、利用してください

　65歳以上の市民のバス運賃が半額になる「シルバーチケット」の申請を
受け付けています。本人だけでなく、代理人による申請も可能です。
　区バスだけでなく、区内を運行する路線バスでも利用できます。

対象路線　西蒲区の区バス・路線バス　南区・秋葉区の一部路線バス
申請窓口　西蒲区地域総務課、秋葉区地域総務課、南区地域総務課
申請時持ち物　●本人が申請する場合
　　　　　　　　・本人の身分証明書（住所と年齢がわかるもの）
　　　　　　　●代理人申請の場合
　　　　　　　   ・本人と代理人の身分証明書（住所と年齢がわかるもの）
　　　　　　　   ・委任状
委任状設置場所　区役所、各出張所、市ホームページ
　　（シニア半わりの委任状でシルバーチケットも手続き可能です。）

　広告掲載時の費用は下表の掲載料(月額)と施工料などです。また、Ａ～Ｃは掲載終
了時に別途現状復旧費用が必要となります。

※掲載は申し込み順です
※Ａ、Ｂは同時に2箇所以上施工する場合、2箇所目以降の施工料が表より安くなる場
合があります

蒲区では区バス運行を継続するために 車両に掲載する企業などからの広
～広告掲載を通じ、区バスの継続運行を支援～～広告掲載を通じ、区バスの継続運行を支援～

　　　　月曜～金曜（土日・祝日・12/29～1/3を除く）
　　　　※150円～570円　※小学生などは割引あり
ワンコイン（50円）運行区間
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　下図の対象区間では、年齢を問わず誰でもワンコイン(50円)で乗車できます。別欄「夏
休みこどもワンコイン区バス」とは異なり、ワンコインで乗車できる区間が限られています。
①巻高校前経由便（巻駅前～堀山）
②巻高校前経由以外の便（巻駅前～神明町）

　区バスの詳細な運賃表・時刻表については新潟市ホームページに掲載されています。
新潟市ホームページサイト内検索で「区バス」と検索してください。

　区バスの車体デザイ
ンは公募によるもので、
西蒲区の長いもなどの
8区の農産物をイメー
ジした楽しいキャラク
ターが描かれています。

区バス車体への 広告募集中！

広告掲載費用の概要

広告位置図

位置 広告掲載箇所 掲載規格(mm) 1箇所の
掲載料 1箇所の施工料など

車外左側面
窓ガラス上部 W1200×H250 約32,000～43,000円2,300円/月

(税込)A

車外右側面
窓ガラス上部 W1000×H250 約32,000～43,000円2,000円/月

(税込)B

車外左側面
中央下部C

車内窓上部
(ポスター) B3版,各種A版 1,400円/月

(税込)車内

掲　載　中

高齢者おでかけ促進「シルバーチケット」
委任状による代理申請（更新）も可能です。
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対象に 夏休み期間に
を実施します！を実施します！

豊かな自然
豊かなこころ
西蒲区

豊かな自然環境や観光資源に恵まれた、人と人が温かくふれあうまち
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● 西蒲区データ　　人口 56,711人（－38）　世帯数 20,497世帯（＋16）　男 27,476人（－5）　女 29,235人（－33） ※6月末現在の住民基本台帳。
　カッコは前月末比



＝日時　日 ＝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）　申＝会場　場 ＝内容　内 ＝対象・定員　人 問＝問い合わせ

■代官献上米行列参加者募集
　10月13日（日）、西川地区の恒例
行事、「越後にしかわ時代激まつり」
が開催されます。このまつりを盛り
上げる出演者を募集します。侍や町
娘などの時代衣装をまとって、献上
米行列に参加してみませんか。
　中学生以上　64人
※申し込み多数の場合は抽選
　8月31日(土)までに、申込書を西川地域コミュニティ協議会
(FAX 0256-78-7544)へ　
※申込書は同協議会で配布するほか、同協議会ホームページ、市ホームページ
からもダウンロード可
　西川地域コミュニティ協議会(☎ 0256-88-5900)

■企画・運営スタッフ募集
　各種催し物の企画や運営スタッフを募集します。
　8月31日(土)までに電話で西川地域コミュニティ協議会(☎0256-88-5900)へ

《広告欄》西蒲区役所ホームページに掲載するバナー広告を募集中！　　地域総務課（☎0256-72-8179）

　和納八幡神社境内で行われる伝統的な「和納十五夜祭り」や「草花火」な
どが開催されます。中でも見どころは神輿渡御の道中で披露する棒遣いで、行
列の先頭では少年たちが悪霊払いの踊りを行います。
　花火大会では、豊作を祈願する草花火があり、花火囃子にのせて煙火師が
手作りの草花火を手に持ち、火花は高さ3メートルも噴き上げます。
　このほか、さまざまな仕掛けが楽しめる仕掛花火、からくり花火が約10メート
ルを一気に駆け抜ける御神灯籠、神楽舞や奉納太鼓も披露されます。
　いずれも迫力満点です。ぜひ会場でお楽しみください

　8月3日(土)・4日(日)
　和納八幡神社(三社神社)(和納3698番地)
●8月3日(土)　奉納イベント
　神楽舞：午後5時～、奉納太鼓：午後5時20
　分～、灯籠点灯：午後7時～
●8月4日(日)　行事
　伝統神輿渡御：午後1時～4時半、
　仕掛花火・草花火：午後8時半～9時
　岩室出張所(☎0256-82-4111)

西川地域コミュニティ協議会

♡1歳誕生歯科健診
　8月1日(木)(受付：午後1時～同30分)
　巻地域保健福祉センター
　平成30年7月21日～8月31日生まれの幼児
持ち物　母子健康手帳、問診票、フッ化物塗布希望者は1,020円
その他　ブックスタート事業を同時に開催

♡1歳6カ月児健診
　8月6日(火)(受付：午後0時45分～1時半)
　巻地域保健福祉センター　 　　平成30年1月生まれの幼児
持ち物　母子健康手帳、問診票、フッ化物塗布希望者は1,020円

♡はじめての離乳食（要予約）
　8月19日(月)午後1時半～2時半（受付：午後1時15分～）
　巻地域保健福祉センター
　離乳食のはじめ方・進め方・試食、体重測定（希望の人）
　生後5～6カ月の乳児の保護者 先着20人
持ち物　母子健康手帳、バスタオル（赤ちゃん連れの場合）
　7月24日(水)～8月17日(土)までに市役所コールセンター（☎025-243-4894）へ

※1歳誕生歯科健診、1歳6カ月児健診の対象者には、個別に案内を送付し
ています

☎☎☎0256-72-83720256-72-83720256-72-8372健康福祉課健康増進係健康福祉課健康増進係
母子保健だより母子保健だより母子保健だより
問

　保健師・栄養士が個別で健康相談に応じます。体脂肪測定、血圧測定、生活習
慣病予防のためのアドバイス
持ち物　健康手帳(持っている場合)、健康診断または人間ドックなどの結果
　各相談日の前日までに、電話で巻地域保健福祉センター（☎0256-72-7100）へ

あなたのまちの保健室  健康相談会

相談時間

①午後1時半～2時半
②午後2時半～3時半

8月 相談会場
9日(金)
22日(木)
26日(月)

岩室健康センター
巻地域保健福祉センター
西川地域コミュニティセンター

29日(木) 潟東健康センター

　市役所コールセンター（☎025-243-4894）へ 
※受付時間：午前8時～午後9時
予約受付は、予約開始日から検診日2日前までです。
定員になり次第締め切ります。
　健康福祉課健康増進係(☎0256-72-8380)

乳がん検診（要予約）

期　日

8月 28日(水) 7月 26日(金)

会　場

巻地域保健福祉センター

予約開始日
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上堰潟公園にサフィニアの苗を
　7月2日、巻文化会館で「劇団こぐま座」によるミュージカルコンサートが
開催されました。このコンサートは区内の保育園児が対象の団体鑑賞会と
して催され、一般客も含め会場
はたくさんの子どもたちでにぎ
わいました。
　第1部の演劇「赤ずきん」で
は、かわいらしい着ぐるみによ
る劇が披露され、劇中、子ども
たちは舞台のキャラクターから
の問いかけに元気な声で答え
たり、声援を送ったりしながら楽
しく劇を観賞しました。
　第2部はうたのおねえさんと
劇団こぐま座のキャラクターた
ちによるコンサートで、子どもた
ちも一緒に踊り、歌を歌いなが
らコンサートを楽しみました。

　6月24日と7月2日、上堰潟公園のハート型の花壇に今年もサフィニアの
苗が植えられました。花壇に苗を植えたのは、松野尾小学校と巻北小学校
の児童たちで、両日ともに高い気温となりましたが、流れる汗を拭いながら
一生懸命に作業を行いました。
　ハート型の花壇の周囲には約6300本のひまわりの苗が植えられてお
り、見頃を迎える8月中旬には、黄色いひまわりに囲まれながらハート型花
壇のサフィニアを楽しむことができます。

巻文化会館　劇団こぐま座コンサート
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川地域コミュニティ協議会

 に  し  か  ん  22 令和元年 7月21日



《広告欄》

　アルビレックス新潟の選手によるサッカー教室と写真撮影会を開催します。プロ
のサッカー選手と一緒にサッカーを楽しみませんか。
　8月25日(日)午後3時15分～5時(受付：午後3時～)　　城山運動公園
　①小学1～3年生、②小学4～6年生　各先着30人
※いずれも西蒲区に在住または在学の児童に限る
持ち物　サッカーボール(持っている場合)、動きやすい服装、運動できる靴(スパイ
クが付いていないもの)、タオル、飲み物
　アルビレックス新潟ホームページから申し込み(右記参
照)、またはFAXでアルビレックス新潟サッカースクール
(FAX 025-280-0012)へ
　同スクール(☎025-280-0011)

～安易にメールに記載されているURLをクリックしないでください！～
　令和元年6月20日(木)から、東京2020大会オリンピックの観戦チケット販売申
し込みの抽選結果が発表され、当選者には当選通知メールが送信されています。
　当選通知のメールはオリンピック組織委員会から送信されていますが、今
後、観戦チケットの購入当選を装った不正行為・詐欺行為の偽メールが横行
する可能性があります。特に以下のようなメールには注意し、安易にインター
ネットサイトのURLにアクセスしないようにしましょう！

【不審なメールを受信したらここをチェック！】
•本物の当選通知メールにはURLの記載はありません。メール本文中にイン
　ターネットサイトへアクセスできるURLが記載されている場合は偽物です！
•当選結果の通知方法はメールだけです。ハガキの送付や電話を掛けるなど
　の通知方法は行っていません！
•東京オリンピックの公式ページのドメイン(ページアドレスの一部)は「tokyo
　2020.org」「tokyo2020.jp」」「tokyo2020shop.jp」などがあります。　
不審なURLが記載されている場合には注意して見るようにしてください！

★不審なメールは既に確認され始めており、URLをクリックすると不正な外
部サイトに誘導されます。当選結果を通知するメールを受信しても、安易に
URLをクリックしないようにしましょう！
　地域総務課 地域・安心安全グループ（☎0256-72-8143）
　新潟県警察本部サイバー犯罪対策課（☎025-286-0110）

●作って遊ぼう「水遊び玩具」
　7月23日(火)午前10時半～11時半
●水遊び
　7月25日(木)・30日(火)、8月2日(金)・9
日(金)午前10時45分～11時15分
※10時45分までに来場してください。途
中からの参加はできません
　巻子育て支援センター駐車場
持ち物　水着（水遊び用紙パンツ）、帽子、
タオル、着替え、飲み物
その他　車は巻地域保健福祉センターま
たは巻図書館に駐車してください。
●ゆたぴー先生の育児講座
「幼・保・子入園に向けて」
　7月29日(月)午前10時半～11時半
講師　齋藤裕さん(新潟県立大学教授)
その他　個別育児相談も開催。
●赤ちゃん広場
「ママのすっきり!!エクササイズ」
　7月31日(水)午後2時～3時
講師　脇田ともみさん
持ち物　母子健康手帳、バスタオル、飲み物
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あります。

●お誕生会
　7月23日(火)午前10時半～
●絵本読み聞かせ
　岩室図書館の職員が読み聞かせを行います。
　7月24日(水)午前11時～

●発育測定
　7月22日(月)・23日(火)随時
●お誕生会
　7月25日(木)午前10時45分～11時
　7月生まれのお子さんは電話で同セン
ターへ
●ベビーマッサージと育児相談
　8月7日(水)午後1時20分～3時30分
講師　鷲尾智恵子さん(助産師)
　満1歳までの乳幼児とその保護者　
先着15組
　8月2日(金)までに電話で同センターへ

　7月24日(水)から8月26日(月)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＆発育測定
　今月のぴよぴよフォトは「お洗濯」です。
発育測定、はっぴぃmamaはうす出前講
座も開催。
　7月26日(金)午前10時15分～
(発育測定は午前10時～)
　講座「ふれあい遊びと発達」
講師　松山由美子さん(はっぴぃmama
はうす代表)
●児童館まつり　2019・夏
　フランクフルト、こんにゃく、ジュースと
いったおいしい食べ物や、型ぬき、紙風船
割り、吸盤射的、ボール落とし、工作など
楽しい催しが盛りだくさんです。他地域の

人も大歓迎です。
　7月27日(土)午後4時～7時
※午後3時から、児童館子どもみこしが和
納地域を回ります
※まつり準備のため、午後の開館は午後4
時からになります

　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。家族や友人と
お越しください。
　営業中～8月31日(土)①午前9時～正
午、②午後1時～5時、③午後6時～9時
※7月23日は③のみ営業
※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)
　一般200円、小・中学生または65歳以
上100円
※65歳以上の人は身分証明書の提示が
必要
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）

　「公共下水道」や「公設浄化槽」につい
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）

　やさしい俳句を楽しみましょう。初心者や
見学も歓迎です。
　8月8日(木)から毎月第2木曜日午後1時
半～　
　澤将監の館
　年会費2,000円(初回見学無料)
持ち物　筆記用具
　同会　脇田
(☎025-372-2719)

　介護福祉士と理学療法士が介護に役
立つポイントをお伝えします。
　7月29日(月)午前10時～11時半
　白寿荘西
持ち物　筆記用具
　7月26日(金)までに電話で同福祉会
(☎0256-72-1077)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
　8月8日(木)午前9時半～11時半
※運動タイムは午前10時～11時
　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）

催　し催　し催　し

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

お知らせお知らせお知らせ
　中之口Ｂ＆Ｇ海洋センタープール
オープンのお知らせ

社会福祉法人　まき福祉会
第2回家族介護教室

からだ測定！運動教室！

相　談相　談相　談
8月の【西蒲区下水道なんでも相談室】

募　集募　集募　集
俳句を楽しむ会　会員募集

さくらんぼ
025-375-5690

なかのくち子育て支援センター
問

子育て子育て子育て
ころころ広場 巻子育て支援センター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

岩室子育て支援センター
問

0256-82-2169
岩室地域児童館

問

あそびの山

休日救急当番医 ● 7 月 2 1日～ 8月 4日
【診療時間】日曜日・祝日の午前９時～午後５時外科系

●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

 7月 21日 本間医院 ･･･････････････燕市（分水地区） ☎0256-98-2350
  28日 しまがきクリニック ･･･････巻地区 ☎0256-73-1312
※8月4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

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

特殊詐欺にご注意を! 令和元年度　第3回西蒲区自治協議会

アルビレックス新潟 小学生サッカー教室&写真撮影会

　6月27日、巻地区公民館で、第3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。
①西蒲原地区管理体制整備推進連絡部会への委員の推薦について
※詳しくは、西蒲区ホームページをご覧ください
■次回開催
　7月25日(木)午後から　　巻地区公民館　　地域総務課（☎0256-72-8161）

今月の納税等

納税は便利な口座振替で！

固定資産税、都市計画税････第2期
国民健康保険料 ･････････第1期

※期限内の納付をお願いします
●納期限　7月31日（水）

会　場 時　間

西川出張所

潟東出張所

8　月

13日(火)

27日(火)

午後2時
～4時半

不審なメールが
確認されています

●東京オリンピック観戦チケットの当選を装った不審メールに注意！

ホームページ
での申し込み
はこちらから

令和元年 7月21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




