
年末年始休館日
12月30日(月)～1月3日(金)は休館
●育児講座「幼児食について」
　12月17日(火)午前10時半～11時半 
講師　健康福祉課　栄養士
その他　個別育児相談も開催。
●リトミック遊び
　ピアノの音に合わせて楽しく体を動かし
て遊びましょう。
　12月24日(火)午前10時45分～11時
15分
●赤ちゃん広場「ベビーマッサージ」
　12月25日(水)午後2時～3時
講師　TeharueT（てはるて）さん（看護師）
持ち物　バスタオル、飲み物、母子健康手帳

年末年始休館日
12月29日(日)～1月3日(金)は休館
●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。
　12月18日(水)午前11時～
●お誕生会
　12月19日(木)午前10時半～
●かのんさんのクリスマス会
　12月24日(火)午前10時半～11時

年末年始休館日
12月29日(日)～1月3日(金)は休館
●お誕生会
　12月19日(木)午前10時45分～11時15分
　12月生まれのお子さんは電話で同セン
ターへ
●クリスマス会
　12月24日(火)午前10時20分～11時
あす16日(月)までに電話で同センターへ

　12月25日(水)から1月8日(水)までの
月・水・金曜は、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。
年末年始休館日
12月29日(日)～1月3日(金)は休館
●ママとベビーのおしゃべりday
　1歳までの子どもを育てる母親同士で
テーマを決めておしゃべりしましょう。
　12月17日(火)午前10時～
●クリスマス工作
　クリスマスツリーを作りましょう。完成し
たものは持って帰れます。
　12月21日(土)午後2時～
●パオパオクリスマス
　ママとお子さんがホッとできるクリスマ
ス会を企画しています。サンタさんからお
子さんへのプレゼントもあります。みんな
で一緒に楽しみましょう。
　12月25日(水)午前10時半
●Happyクリスマス会
　児童館ならではのクリスマス会を行い
ます。
　12月25日(水)午後2時～
●児童館大掃除2019
　みんなで児童館をピカピカにして、今年
を元気に締めくくりましょう。
　12月28日(土)終日

　民事調停とは、裁判所が当事者の間に
入って話し合いを進め、問題の解決を図る
手続きです。騒音などの近隣トラブル、敷
金などの賃貸トラブル、自転車事故などの
困りごとに有効な解決手段です。詳しくは
問い合わせてください。
　新潟簡易裁判所（☎025-222-4272）

　「公共下水道」や「公設浄化槽」に関し
て、気軽に相談してください。

　西部地域下水道事務所南下水道推進室
（☎025-372-6661）

　12月17日(火)午後1時半～4時
　建築国保会館（中央区川岸町3）
　住宅の新・増・改築、建築関連工事全
般、業者の斡旋
　新潟地域住宅相談協議会
(☎025-266-6650)

　高齢者やその家族が抱えるいろいろな

心配事・悩みごとの相談を無料で受けて
います。
一般相談　平日午前9時～午後5時

法律相談（要予約）　あす16日(月)･23日
(月)、1月6日(月)･14日(火)･20日(月)･
27日(月)午後1時半～4時　
　新潟ユニゾンプラザ(中央区上所2)
　電話で新潟県高齢者総合相談センター
(☎025-285-4165) へ

　新潟地域で新事業を展開している企
業・団体から応募を募り、事業の優秀性な
どを総合的に評価し表彰を行います。詳し
くは問い合わせてください。
応募期間　募集中～1月17日(金)
応募資格 県内に主たる事業所・拠点を
置き、新事業・活動を展開している企業(上
場・公開企業は除く)であること
※新事業の開始からおおむね5年以内で
あること
　応募申込書を作成し、メールで一般社
団法人新潟ニュービジネス協議会
(nbc@pavc.ne.jp)へ
　同協議会(☎025-224-0550)

　新潟いのちの電話はボランティアによ
る電話相談活動です。第38期電話相談員
養成講座の受講生を募集します。詳しくは
問い合わせてください。
　募集中～2月28日(金)
　新潟ユニゾンプラザ（中央区上所2）
いのちの電話の趣旨に賛同し活動に積

極的に参加できる、心身ともに健康な23歳
～66歳の人　30人程度(選考あり)
　30,000円（一部補助の場合あり）
　社会福祉法人新潟いのちの電話
（☎025-280-5677）

　子どもたちの健全育成に寄与するた
め、自発的な善行を行っている児童・生徒
を個人、グループ、団体の3部門で表彰す
る双葉賞候補者の推薦を募集していま
す。詳しくは問い合わせてください。
応募期間　募集中～1月15日(水)
対象事例　学校や地域などでの善行に関
わること(例：環境美化活動、福祉施設での

継続した福祉活動など)
　市内の小中学生（特別支援学校、中等
教育学校および付属学校を含む）
その他　表彰式は来年2月20日(木)に新
潟日報メディアシップ(中央区万代3)で開
催予定。
　電話で新潟ライオンズクラブ　
石塚(☎070-5365-5306)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
　1月14日(火)午前9時半～11時半
※運動タイムは午前10時～11時
　西川健康センター
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）

　話したいのに話せない場面緘黙という
症状があることを知っていますか。幼少期
に場面緘黙を発症したアーティストの
mananaさんをゲストに招き、弾き語りと
ミニトークを開催します。
　1月18日(土)午後2時～4時
　ほんぽーと新潟市立中央図書館 (中央
区明石2)
　先着50人
　電話で同センター(☎025-241-1258)
へ

　1月23日(木)・24日(金)・29日(水)(全3
回)
いずれも午前10時～午後4時
　新潟ユニゾンプラザ(中央区上所2)
　ベッド上の移動・車いすの移乗、衣類着
脱の介助・排泄介助、寝たままの洗髪・部
分浴などの実技研修
　先着30人
持ち物　筆記用具、昼食、動きやすい服
装、内履き
　電話で新潟県社会福祉協議会福祉人
材課(☎025-281-5525）へ
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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

※12月31日～1月3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

休日救急当番医 ● 1 2 月 1 5日～ 1月 5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】

【年末年始　12月29日～1月3日】
内科・小児科：12月29日・31日～1月3日　午前9時～午後5時、午後7時～10時

　　　　　　　　 12月30日　午後7時～10時　
歯科：12月29日・31日～1月3日　午前9時～午後5時

　　　　 12月30日　休み　
　　　

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

12 月15日 高橋整形外科クリニック･･･西川地区 ☎0256-70-4020
  22日 いわぶち整形外科クリニック･･燕市（吉田地区） ☎0256-92-1354
　　 29日 新潟白根総合病院 ･･･････南区（白根地区） ☎025-372-2191
1 月 5日 えんどう整形外科クリニック･･燕市（燕地区） ☎0256-66-0009

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

からだ測定！運動教室

地域活動支援センターらぴすらずり
場面緘黙（かんもく）ってなんだろう？

県民介護知識・技術習得講座
ステップアップコース

催　し催　し催　し

第7回新潟ニュービジネス大賞
応募者募集

2020年度新潟いのちの電話
電話相談員養成講座　受講生募集

新潟ライオンズクラブ
第43回双葉賞

募　集募　集募　集

1月の【西蒲区下水道なんでも相談室】

住まいの無料相談

高齢者総合相談センター

相　談相　談相　談

会　場 時　間
西川出張所
潟東出張所

1　月
14日(火)
28日(火)

午後2時～
4時半

令和元年度　第8回西蒲区自治協議会
11月28日、巻地区公民館で、第8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公設老人デイサービスセンターの見直しについて
②水害対策について
※詳しくは、西蒲区ホームページをご覧ください
■次回開催
12月26日（木）午後から　　　　巻地区公民館
地域総務課地域・安心安全グループ（☎0256-72-8161）

今月の納税等

納税は便利な口座振替で！

国民健康保険料 ･････････第6期

固定資産税　都市計画税 ･･第3期

※期限内の納付をお願いします

●納期限 12月30日（月）

●納期限 1月6日（月）

令和元年 12月15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

《広告欄》


