
2 2022年（令和４年）９月18日 東 区 だ よ り

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）　持＝持ち物　申＝申し込み　問＝問い合わせ

●10月の肺がん集団検診
10月 会場 受付時間 対象地区

３ 月

中地区
コミュニティ
センター

午前９時～
11時

藤見中学校通学
区域、山の下中
学校通学区域

大形連絡所 午後１時30分
～３時

下山中学校通学
区域、大形中学
校通学区域

11 火
下山スポーツ
センター

（下山コミュニティ
ハウス）

午前９時～
11時

下山中学校通学
区域、大形中学
校通学区域

17 月 石山地域保健
福祉センター

午後１時～
３時 区全域

24 月

東総合
スポーツ
センター

午前９時～
11時 区全域

東総合
スポーツ
センター

午後１時～
３時

区全域
（女性のみ）

31 月
区役所南口
エントランス
ホール

午後１時～
３時 区全域

Æ受診券（切り取らずにお持ちください）、
健康保険証、肺がん検診個人記録票
Ö当日直接会場
Ü健康福祉課健康増進係

（☎025-250-2350）
●健康相談

10月 会場 受付時間

４
火

石山地域保健福祉
センター

午前９時10分～
11時10分

18 木戸健康センター 午前９時15分～
11時15分

　健康診断の結果、健康手帳のある人は
お持ちください。
Ö４日（火）は石山地域保健福祉センター

（☎025-250-2901）、18日（火）は健康福
祉課地域保健福祉担当（☎025-250-2370）
●健康ミニ講座
Ä10月４日（火）午後１時～２時30分
Å石山地域保健福祉センター
Ñラジオ体操、食事バランス診断、血圧・
体組成測定
Ç先着15人
Ö電話で石山地域保健福祉センター

（☎025-250-2901）
●妊婦歯科健診
10月 会場 定員（先着） 受付時間

19 水 石山地域保健
福祉センター 24人

午後１時～
２時15分

20 木 木戸健康
センター 39人

Ñ歯科健診、お口の健康相談
Ç母子健康手帳の交付を受けた妊婦
Æ母子健康手帳、妊婦歯科健診受診票
Ö９月21日（水）から電話で市役所コー
ルセンター（☎025-243-4894）
●マタニティセミナー（安産教室）
　当日は検温をしてお越しください。
回 月 日 曜 時間 申込開始日

① 10 11

火 午後１時30分～
２時45分

９月21日（水）

② 11 ８ 10月19日（水）

Å木戸健康センター
Ç東区在住の妊婦各回先着13人（配偶者
やパートナーは参加できません）
　①令和４年11月～ 12月出産予定者
　②令和４年12月～令和５年１月出産予定者
Æ母子健康手帳、筆記用具
Ö電話で健康福祉課健康増進係

（☎025-250-2340）
●育児相談

10月 会場 受付時間 申込開始日

６

木

石山地域保健
福祉センター

午後１時30分～
３時10分

９月21日
（水）

20 木戸健康
センター

午前９時30分～
11時15分

※６日（木）は栄養士と歯科衛生士による相
談あり、20日（木）は栄養士による相談あり
Æ母子健康手帳、バスタオル
Ö６日（木）は石山地域保健福祉センター 

（☎025-250-2901）、20日（木）は健康福
祉課地域保健福祉担当（☎025-250-2370）
●子どもの健康診査　 個人案内
　☆の健診でフッ化物塗布希望者は料金
1,020円が必要です。
Ü健康福祉課健康増進係

（☎025-250-2340）
１歳６カ月児健康診査 ☆
３歳児健康診査 ☆
１歳誕生歯科健康診査 ☆
　対象者には案内を送付します。
股関節検診・母体保護相談
　対象者には案内を送付します。超音波
検査料2,800円が必要です。

い～てらす
寺山1653（寺山公園内）
☎025-250-5207
開設時間　午前９時～午後６時
休館日　水曜日（祝日の場
合は翌平日）
人 就学前児と保護者、
小学１～３年生

●新潟暮らし１年生ママのおしゃ
べりテラス
Ä10月４日（火）午前10時～ 11時30分

Ñ転勤などで新潟暮らしを始めたばか
りのママのおしゃべり会
Ö当日直接会場
●ベビーマッサージ
Ä10月６日（木）午前10時15分～ 11時
Ñ赤ちゃんと保護者のスキンシップ（オ
イルの使用なし）　※父親の参加可
Ç２カ月からおおむね12カ月までの乳
児と保護者先着10組
É親子一組500円
Æバスタオル、飲み物
Ö電話で同施設
●おしゃべりテラス
Ä10月11日（火）午前10時～ 11時30分
Ñ主にプレママ、０歳～小学３年生の
子どもの保護者の自由なおしゃべり会
Ö当日直接会場
●あんよのまえのいないいないばあ
Ä10月21日（金）午前10時15分～ 11時30分
Ñふれあい遊び、リズム遊びなど
Ç７～ 12カ月の乳児と保護者先着20組
Ö電話で同施設

わいわいひろば
下木戸１- ４- １（区役所庁舎２階）
☎025-250-2395
開設時間　午前９時～午後６時
休館日　第１･ ３月曜日（祝日の場合
は翌平日）　※10月は３日

（月）、17日（月）
人 就学前児と保護者、
小学１・２年生

●赤ちゃん体操
Ä10月11日（火）午後１時30分～２時30分
Ñ赤ちゃんとコミュニケーションをと
りながら体を動かす
Ç３～５カ月（首すわり～寝返り頃）の
乳児と母親先着８組　※父親の参加可
É親子一組500円
Ö電話または直接同施設
●パパとママのベビーマッサージ

（パパ向け講座）
Ä10月22日（土）午前10時～ 11時30分
Å東区プラザ
Ñパパとママで赤ちゃんとのスキン
シップを楽しむ
Ç２～７カ月の乳児と保護者先着６組
※きょうだいの保育あり（要申し込み、
先着２人）
É親子一組500円
Ö電話で同施設
●産後ママのやさしいヨガ
Ä10月25日（火）午後１時30分～２時30分
Ñ産後のママが赤ちゃんと一緒に参加
できるヨガエクササイズ
Ç１歳未満の乳児と母親先着10組
É親子一組500円
Ö電話または直接同施設

●プレママ・パパ情報交換会
～聞こう、話そう、出産・育児～
Ä10月29日（土）午前10時30分～ 11時30分
Å東区プラザ
Ñプレママ・パパと先輩ママで出産や
育児についてのおしゃべり会
Ç妊娠中の人とパートナー先着８組
Æ飲み物　Ö電話または直接同施設
●きょうだいが生まれた！
～親子の絆づくりプログラム～
Ä11月１日～ 29日の毎週火曜日（５回
連続講座）午前10時～正午
Å東区プラザ
Ñ２人目以上の赤ちゃんを育てている
母親のためのプログラム
Ç令和４年５月２日～９月１日生まれ
の乳児（第２子以上）と母親先着10組　
※就学前児のきょうだいがいる人に限
る、きょうだいの保育あり（要申し込み、
先着３人）
Ö電話または直接同施設
●NPプログラム
～完璧な親なんていない～
Ä11月17日～ 12月22日の毎週木曜日

（６回連続講座）午前10時～正午
Å東区プラザ
Ñ参加者同士でテーマを決めてグルー
プワークをする 
Ç８カ月～３歳の子供の母親で原則全
日程参加可能な人先着10人　
※保育あり（要申し込み、先着10人）
Ö電話または直接同施設

こども創作活動館
牡丹山１-33-23
☎025-279-2113
開設時間　午前９時～午後６時（日曜・
祝日は午後５時）
休館日　月曜日

（祝日の場合は翌平日）
人 就学前児と保護者、
小学１年生～中学３年生

●アトリエこどそう
Ä10月７日（金）午後４時～同30分
Ñおりがみdeハロウィン
Ö当日直接会場
●スポーツあそびの日
Ä10月14日（金）午後４時～同30分
Ñ体を動かして遊ぶ　Ö当日直接会場
●体育あそび教室
Ä10月26日（水）午後４時～５時
Ñマットや跳び箱を使って体を動かす
Ç小学１～６年生10人（応募多数の場合抽選）
Æ汗を拭くタオル、飲み物
Ö９月18日（日）～ 25日（日）に電話また
は直接同施設
●工作のイベントは今号の市報に
いがたにも掲載しています

□＝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　 □＝問い合わせ

日 内 人

□＝持ちもの持
申
￥

場

問
公　民　館

※申込受付は午前９時から

中地区公民館　☎025-250-2910

ちいきのサロン「マジックショー」

Ä10月19日（水）午前10時～ 11時
Ñマジック同好会によるマジックショー
Ç先着20人　Ö電話で同館

Let’s リサイクル！  
～あなたのアイディア教えてください～
Ä10月26日（水）午後１時30分～３時30分
Ñ不用品を活用して作った作品やその写真
などを持ち寄り、座談会形式で紹介し合う

Ç先着10人
Æ紹介したい作品やその写真など
Ö電話で同館

石山地区公民館　☎025-250-2930
ご近所だんぎ  
防犯漫談～振り込め詐欺にあわないために～
Ä９月26日（月）午後１時30分～３時30分
Ç先着40人　Æ筆記用具　Ö当日直接会場

第41回石山地区公民館文化祭

Ä９月30日（金）～ 10月２日（日）午前10
時～午後４時　※最終日は午後３時まで
Ñ作品展示（水彩画、淡彩画、掛軸、俳句、
川柳、絵手紙、押し花、写真）
Ö当日直接会場

お 知 ら せ
ストップ！稲わら・もみ殻の焼却

　稲わら・もみ殻の焼却により、煙が道
路を走る車の視界を遮る交通障害や、地
域の皆さんの健康被害など、毎年多くの
苦情が寄せられています。
　市では、米や野菜、果物などの品質を
高めるため、稲わら・もみ殻を活用した

土づくりを促進しています。
　地元農業のイメージ低下にもつながり
ますので、地域で声を掛け合い、稲わら・
もみ殻の焼却をなくし、再利用に努めま
しょう。
Ü江南区産業振興課（☎025-382-4816）

催し物 ･ 募集
下山スポーツセンター  
体力測定＆相談
Ä10月８日（土）、15日（土）、18日（火）、
29日（土）午後２時～４時
Ñ体力測定、トレーニングプログラム相談
Ç15歳以上（中学生除く）先着２人
É一般250円、65歳以上100円（使用料）
Æ動きやすい服装、室内用運動靴、タオル
Ö開催日の２日前までに電話で同施設

（☎025-272-7677）
ちびっこ水泳  
クロール３年コース（全10回）
Ä10月28日（金）～11月29日（火）の毎週火・
金曜日（全10回）午後４時45分～５時45分
Å下山スポーツセンター
Ñ水慣れなどの基本、クロール、息継
ぎの習得（申込者が少数の場合、中止す
る場合があります）

Ç泳げない小学３年生先着16人
É3,300円（別途各回入場料200円が必要）
Æ水着、スイムキャップ、ゴーグル、タオル
Ö電話で同施設（☎025-272-7677）

ふれあい掲示板
地域のイベントや、市民グループなど
による情報を掲載します。

航空自衛隊新潟分屯基地  
創設60周年記念　基地開放
Ä10月９日（日）午前９時～午後４時
Å航空自衛隊新潟分屯基地（船江町３）
Ñ基地内や航空機などの見学
Ç1,000人（応募多数の場合抽選）
Æ当選が記載された往復はがき
Ö９月20日（火）消印有効で、往復はが
きに①代表者氏名②代表者住所③代表
者連絡先④参加人数（４人まで）を記載
して航空自衛隊新潟分屯基地へ（〒950-
0031　東区船江町3-135）
詳細はホームページに掲載しています。
Ö航空自衛隊新潟分屯基地

（☎025-273-9211、https://www.mod. 
go.jp/asdf/niigata/）
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