
～7/31 13:37 17:05 19:22 10:27 17:05
13:34 17:02 19:19 10:24 17:02

13:32 17:00 19:17 10:22 17:00
13:31 16:59 19:16 10:21 16:59

13:24 16:52 19:09 10:14 16:52
13:25 16:53 19:10 10:15 16:53

8/1～

～7/31
8/1～

～7/31
8/1～

停留所名 土休日平　日適用日
リオンドール
西川店前

横戸

潟東
出張所前

潟東・白根行き

※黄色部分は施設最寄りバス停です ※施設に停車する便のみ抜粋しています
※記載がないバス停の時刻は、各運行事業者に問い合わせてください

　市内に在住の65歳以上の人を対象にバス運賃が半額
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。

掲載の流れや運行状況など、詳細は地域総務課まで
お問い合わせください。

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手続き可能です。）

原信巻店
リオン・ドール巻店 に行くなら

原信巻店
に行くなら

地域総務課 企画・文化スポーツグループ(☎0256-72-8102)

運行事業者：ウエスト観光バス株式会社（☎0256-92-0744）

運行事業者：ウエスト観光バス株式会社（☎0256-92-0744）

運行事業者：新潟交通観光バス株式会社（☎0256-86-3355）

運行事業者：新潟交通観光バス株式会社（☎0256-86-3355）

運行事業者：白根タクシー株式会社（☎025-372-2167）
　　　　　 太陽交通新潟有限会社（☎025-201-7725）

滞在
約１時間

滞在
約30分

【主なバス停の時刻表】

【主なバス停の時刻表】

【主なバス停の時刻表】
※8月1日からダイヤ改正を
　予定しています

【主なバス停の時刻表】

プ

買い物にもバスをご利用ください買い物にもバスをご利用ください
間瀬・岩室から

マルイ巻店 （「桔梗ヶ丘」バス停）
ひらせいホームセンター巻店 （「職業安定所前」バス停）
清水フードセンター巻店 （「東六区中央」バス停）
業務スーパーチャレンジャー巻店 （「東六区中央」バス停） に行くなら

角田・松野尾から

栄町・馬堀から

巻行き
停留所名 平日

間瀬 10:10
岩室 10:25
橋本 10:28
原信巻店前 10:57
リオンドール巻店前 11:00

～7/31 12:35 16:10 18:37 9:35 16:10
12:30 16:05 18:32 9:30 16:05
12:40 16:15 18:42 9:40 16:15
12:33 16:08 18:35 9:33 16:08
12:47 16:22 18:49 9:47 16:22
12:39 16:14 18:41 9:39 16:14

8/1～
～7/31
8/1～
～7/31
8/1～

行き

巻行き
停留所名 平日 平日

角田
越前浜
松山 14:22

14:25

14:13
14:15

仁箇
桔 ヶ丘
職業安定所前 14:31
東六区中央

行き 角田行き
停留所名

角田
越前浜
松山
仁箇
桔 ヶ丘
職業安定所前
東六区中央

帰り

停留所名 土休日平　日適用日

リオンドール
西川店前

横戸

潟東
出張所前

間瀬行き
停留所名 平日

間瀬 12:50
岩室 12:33
橋本 12:29
原信巻店前 12:00
リオンドール巻店前 11:57

帰り

リオン・ドール西川店 に行くなら

潟東・西川から

【主なバス停の時刻表】
だいろの湯 （下車後徒歩７分）に行くなら

日帰り温泉にも

滞在
約１時間～
１時間半

滞在
約１時間

滞在
約２時間半

岩室行き
停留所名 平日
巻駅前 12:05
岩室駅前 12:21

リハビリテー
ション病院前 12:31

行き

巻行き
停留所名 平日
栄町 13:46
中馬堀 13:50
原信巻店前 13:58

行き 栄町行き
停留所名 平日

栄町 15:10
中馬堀 15:04
原信巻店前 14:56

帰り

巻行き
停留所名 平日

巻駅前 15:37
岩室駅前 15:21

リハビリテー
ション病院前 15:09

帰り

15:37 16:17
15:36 16:16

15:39 16:19
15:43 16:25

15:53 16:35
15:54 16:36

15:46 16:28

スマート
フォンは
こちらから

「シルバーチケット」申請受付中

区バス広告募集中！

65歳以上
運賃半額！

14:29

14:32曽根行き
行き

帰り

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
【編集・発行】新潟市西蒲区役所 地域総務課
〒953-8666
新潟市西蒲区巻甲2690番地1
電話 0256-73-1000（代表）
FAX  0256-72-6022

第343号
令和3年（2021年）

毎月第1・3日曜日発行 ≪ 西蒲区ホームページ ≫
7月18日

http://www.city.niigata.lg.jp/nishikan/

● 西蒲区データ　　人口 55,307人（－58）　世帯数 20,745世帯（＋12）　男 26,820人（－20）　女 28,487人（－38） ※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

　ボランティア「ひまわり」による楽しいおはなしと工作です。ぜひ参加し
てください。
　8月1日(日)午前11時～同30分
　潟東図書館
　幼児・小学生 先着5人 ※幼児は保護者の付き添いをお願いします
　7月24日(土)午前10時から電話で潟東図書館（☎0256-70-5141）
または同館カウンターへ

　2年ぶりの「いわねちゃんフェスタ」を開催！夜店も多数出展予定です。
　7月24日(土)午後6時半～9時
　新潟市岩室観光施設　いわむろや

新型コロナウイルス感染症の拡大状況により、掲載したイベントは急きょ中止となる場合があります。感染症予防のため、3密（密集・密接・密閉）の場
所の回避、こまめに手洗い・手指消毒を行う、飛沫防止のためにマスクを持参し着用するなど「新しい生活様式」の実践をお願いします。

　子どもとのお出かけに、運動のためのウオーキングに、公園に出かけてみま
せんか。シリーズで西蒲区内の公園を紹介します。
※公園の利用にあたっては、3密を避け、熱中症に注意して活動しましょう

　図書館の本を借りてビンゴをしよう！
　7月24日(土)～8月31日(火)
　西川図書館、岩室図書館、潟東図書館、巻図書館
　幼児・小学生
　西川図書館（☎0256-88-0001）

　西川のほとりにあり、広い敷地内には芝生広
場、水の広場、カスケード（人工滝）、曽根代官所
をモデルにした「だいろの家」、西川体育センター
などがあります。わんぱく広場、ちびっこ広場には
遊具もあり子どもも楽しめるほか、健康ロードでは
ウオーキングを楽しむこともできます。
　春から初夏にかけては、桜やアジサイなどの
花 も々見どころです。夏場は、水のほとりの木陰で
過ごすのも気持ちがいいですよ。

　なかのくち子育て支援センター（中之口こども園内）
　令和3年4月～6月生まれの赤ちゃん（第1子）とその母親
　先着10組程度
※講座はBP認定ファシリテーターが進行します
　あす19日（月）午前9時から電話で健康福祉課児童福祉係
　（☎0256-72-8369）へ

　子育てをひとりで頑張りすぎていませんか。このプログラムは、初めて赤
ちゃんを育てるお母さんを対象とした4回連続の講座です。子育ての疑問
や困ったことなど、参加したお母さん同士で話し合い、楽しく交流しながら
子育てについて学び、親子の絆を深めましょう。

で頑張りすぎていませんか このプログ

赤ちゃんがきた!赤ちゃんがきた!
親子の絆づくり（愛称 : BP）プログラム

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
16日(月)
19日(木)
20日(金)
26日(木)

西川健康センター
巻地域保健福祉センター
岩室健康センター
潟東健康センター

赤
問
ら

　保健師・栄養士が個別で健康相談に応じます。体組成測定（体脂肪率や筋肉量
など）、血圧測定、血管年齢測定、生活習慣病予防のためのアドバイス
持ち物　健康診断や人間ドックなどの結果、内履き
各相談日の2日前までに、電話で巻地域保健福祉センター（☎0256-72-7100）へ

　バタ足コースとクロールコースに分かれて、25メートル泳げるように
なることを目標に、楽しみながら自分の力を伸ばす教室です。
　8月3日(火)～7日(土)午前10時～11時
　中之口Ｂ＆Ｇ海洋センター
　小学1年生～4年生 先着10人
　2,000円　※別途入場料として毎回100円
持ち物 水着、タオル、ゴーグル、スイミングキャップ、着替え、飲み物
　電話で中之口体育館（☎025-375-5007）へ

定例日健康相談会のご案内

新型コロナウイルス感染症の状況によ
り、事業実施が困難となった場合には、
ホームページなどでお知らせします。
感染症予防のために、マスクを持参・
着用してください。

♡はじめて離乳食（要予約）
　8月23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
　離乳食のはじめ方と進め方、体重
測定（希望の人）
　生後5カ月ごろの乳児の保護者
先着15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21日(水)～8月21日(土)まで
に市役所コールセンター
（☎025-243-4894）へ

♡育児相談会（要予約）
　8月24日(火)（受付：午前9時半～
11時）
　巻地域保健福祉センター
　個別相談、体重測定、栄養相談
　区内在住の乳幼児の保護者
持ち物 母子健康手帳、バスタオル
　開催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

【8月の健診のお知らせ】
•1歳誕生歯科健診
•1歳6カ月児健診
•3歳児健診
※対象者には、個別に案内を送付し
ています

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

問

☎0256-72-7100）へ

約）
付：午前9時半～

内　容

「アソボーレニイガタ」も参加して、
昔ながらの遊びを体験。
　各200円
※「ふわふわ」は無料

午後6時半～
9時

こども縁日

　200円
クリアでもう一枚ビンゴカード
プレゼント！

午後6時半～
8時半

午後6時半～

脱出ゲーム

いわむろンピック

午後7時～ 風船王 フージー

ゲームに優勝して豪華賞品を
ゲット！

時　間 イベント

内　容期　日 時　間
8月25日(水)
9月 1日(水)
9月 8日(水)
9月15日(水)

新しい出会い
赤ちゃんのいる生活
赤ちゃんとの接し方
親になること

午前10時～正午

ロ ルコ

水
コ スにコ

泳
分かれ分

教
て 25メて

室

公園に出かけよう!① 建設課管理まちづくりグループ
（☎0256-72-8507）

西川ふれあい公園

夏休みは図書館へ!

イベントスケジュール

としょかんでＢＩＮＧＯ！

潟東図書館ボランティア「ひまわり」 おはなしのじかん

新潟市岩室観光施設 いわむろや（☎0256-82-1066）

いわねちゃんフェスタいわねちゃんフェスタ

午後7時半～ いわむロック ミニライブ

午後8時～ ファイヤーパフォーマンス

午後8時半～ 大ビンゴ大会

大道芸

岩船ひろき

大道芸

ビンゴカードを一人一枚配布

に し か ん  22 令和3年 7月18日

《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）



・運動習慣の定着や健康づくりの推進を目
指した「にいがたヘルス＆スポーツマイレー
ジ事業」を実施します
・この事業では、楽しみながら運動や健康
づくりに取り組めるよう、ウオーキングなど
の運動をアプリで「見える化」し、協力店舗で
利用可能なポイントを付与します
・アプリで貯まったポイントを店舗のサービ
スや特典と交換することができる地域協力
店の募集を開始します（募集期間：8月13
日(金)まで）
◆詳細は新潟県ホームページ
（https://www.pref .n i igata. lg . -
jp/site/mileage/）を確認してください

　新潟県県民生活・環境部スポーツ課企
画係（☎025-280-5626、
メール ngt030190@pref.niigata.lg.jp)

　厚生労働省が行う、建設労働者育成支援
事業です。建設業の就職に役立つ8つの資
格を無料で取得可能です。
　9月27日(月)～10月29日(金)午前8時半
～午後5時
※日曜は休み、土曜は訓練になる場合あり
一般社団法人北陸建設アカデミー（胎内

●赤ちゃん広場「ママすっきり
エクササイズ」
　7月26日(月)午後2時～3時
持ち物 バスタオル、飲み物、母子健康手帳
　あす19日(月)から直接または電話で同
センターへ
●リトミック親子遊び
　7月29日(木)午前10時半～11時
講師　藤村ようこさん
　7月21日(水)から直接または電話で同
センターへ
●赤ちゃん広場「ベビーマッサージ」
　8月3日(火)午後2時～3時
講師　鷲尾智恵子さん（助産師）
持ち物 バスタオル、飲み物、母子健康手帳
　7月27日(火)から直接または電話で同
センターへ
●ゆたぴー先生の育児講座「幼・保・子に
ついて」
　8月5日(木)午前10時半～11時
講師　斎藤裕さん（新潟県立大学教授）
その他　個別育児相談も開催
　7月29日(木)から直接または電話で同
センターへ

●育児講座「子どもの個性について」
　7月20日(火)午前10時～11時
講師 中村節子さん（素質論インストラ
クター）
　直接または電話で同センターへ（人
数制限あり）
●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21日(水)午前11時～同20分
●お誕生会
　7月29日(木)午前10時半～

●発育測定
7月26日(月)～29日(木)随時

●お誕生会
　7月30日(金)午前10時50分～11時
20分
　直接または電話で同センターへ（人数制
限あり）
●歯科衛生講座
　8月2日(月)午前10時20分～11時20
分
講師　幡本範子さん（歯科衛生士）
　直接または電話で同センターへ（人数
制限あり）
●作って遊ぼう「風鈴」
　8月2日(月)～6日(金)随時

　午前中は乳幼児タイムとなりますので、
小学生以上は午後からの利用となります。
新型コロナウイルス感染症の拡大防止の
ため、当面の間、通常と異なる利用方法と
します。詳細はホームページで確認してく
ださい。ご理解とご協力をお願いします。

　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） 7月26日(月)、8月10
日(火)、23日(月) 午後1時半～4時
　新潟ユニゾンプラザ（中央区上所2）
　電話で同センター
（☎025-285-4165）へ

市黒川91）
　18歳以上の離職中・求職中の人 選考に
よる10人
持ち物　筆記用具、電卓
8月31日(火)までに、「建設業ウェルカ

ム」ホームページで申し込み、または、ハ
ローワーク設置の申込書を郵送または
FAXで一般財団法人建設業振興基金
（〒959-2807　胎内市黒川91、FAX 
0254-20-8109）へ
　一般社団法人北陸建設アカデミー
（☎0254-20-8101）

　8月3日の「司法書士の日」を記念して、
新潟県内の各司法書士事務所で無料相
談を実施します。
　8月3日(火) 各司法書士事務所の営業
時間内
　新潟県内の各司法書士事務所
　新潟県司法書士会事務局
（☎025-244-5121）

　新潟市西蒲区美術協会の会員展と一
般公募展です。展示内容は、日本画・洋画・
書道・写真・工芸です。
　7月23日(金)～25日(日)午前9時～午
後5時 ※最終日は午後4時終了
　岩室地区公民館
　新潟市西蒲区美術協会事務局 岡本
（☎0256-73-2014）

問

問

問

さくらんぼ
025-375-5690
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＝問い合わせ

　新型コロナウイルス感染症の影響により、掲載した催しなどが中止となる場合
があります。開催については事前に主催者へ問い合わせてください。感染症予防
のため、催しなどに参加する際はマスクを持参し着用してください。

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

・119番通報は、通報の途中であなたから一番近い消防車や救急車を出
　動させることができます
・消防署へ直接電話をかけると、職員が通報を聞き取った後に消防署か
　ら指令管制センターへ通報するため、出勤までに時間がかかる場合が
　あります
・消防署へ直接向かうと、消防車や救急車が出動中の場合が
　あります
　　　　　　　　　西蒲消防署地域防災課（☎0256-72-3309）

お知らせお知らせお知らせ

「にいがたヘルス＆スポーツ
マイレージ事業」
地域協力店の募集について

催　し催　し催　し
第5回新潟市西蒲区美術展 公募展共

新潟県高齢者総合相談センター

相　談相　談相　談
8月3日「司法書士の日」記念 無料相談

厚生労働省建設労働者
育成支援事業 
第2回建設土木多目的コース 
訓練生募集中

令和3年度　西蒲区自治協議会

火災・救急のときは、その場からすぐに119番通報！

　次回の第3回西蒲区自治協議会は次のとおり開催予定です。
　7月29日(木)午後1時半から 　　　巻地区公民館
　地域総務課地域・安心安全グループ（☎0256-72-8156）

◆どうして119番通報がいいの？

「119番通報」が、より迅速・確実に消防車・救急車が到着する手段です

今月の納税等
固定資産税 都市計画税・・・第2期

※期限内の納付をお願いします
●納期限 8月2日(月)

納税は便利な口座振替で

←スマートフォンは
こちらから

　6月12日(土)・13日(日)に、巻文化会館でまきフェスが開催されまし
た。入口での検温や、定員を上回らないようにするためのリストバンド
の配布など、新型コロナウイルス感染症対策を徹底して行い、2日間合
わせて延べ1,000人の来場がありました。
　笑いあり、涙ありの西蒲映画の上映や、地元巻高等学校・巻総合高等
学校吹奏楽部による演奏、子どもたちによるダンスなど、内容が盛りだ
くさんフェスとなりました。

ま ち の
話 題 1

ま ち の
話 題 2

にしかんを元気に !
まきフェスが開催されました

　6月18日(金)に、中之口農業体験公園で笹団子作り教室が開催され、
西蒲区内外から男女12人の参加者が集まりました。
　講師から作り方について説明があると、参加者からは「思っていた以
上に手間のかかる作業だね」と驚きの声があった一方で、作り方につい
て具体的な質問が次々に出されるなど、皆さん熱心に聞いていました。
　今回の笹団子の中身は、講師手作りの「あんこ」と「きんぴらごぼ
う」です。特にきんぴらごぼうを包む作業は難しく、苦戦する様子も見
られましたが、講師から包み方のコツや、い草の縛り方などを教わる
と、参加者は手分けして次々に笹だんごを包んでいました。
　コロナ対策のため、できあがった笹団子はその場で試食せず全て参加
者の持ち帰りとなりましたが、参加者は「早く食べたいね」と楽しみに
していました。

中之口農業体験公園で
笹団子作り教室が開催されました

令和3年 7月18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
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