
安産教室（全２回）
Ä4月24日（水）午後１時30分～３時30分、５月16
日（木）午後６時30分～８時30分
Å南地域保健福祉センター
Ç出産予定日が今年８～９月の妊婦先着20人
持母子健康手帳、筆記用具
Ö３月20日（水）から健康福祉課健康増進係（☎223-
7237）へ

育児相談　
Ñ保健師などによる個別相談
持母子健康手帳、バスタオル	 Ö当日直接会場

Ü各地域保健福祉センター　※入舟健康センター希
望者は、中央地域保健福祉センターへお問い合わせ
ください。
期日 時間 会場

４/４（木）9：30～11：00 中央地域保健福祉センター

４/16（火）9：30～11：00 入舟健康センター（北部総合コ
ミュニティセンター別館棟１階）

４/17（水） 9：30～11：00
13：30～15：00 ◎南地域保健福祉センター

４/18（木）13：30～15：00 ◎東地域保健福祉センター

◎は栄養士、◆は歯科衛生士による相談あり

はじめての離乳食
Ñ離乳食の始め方と進め方、試食
Çおおむね生後５カ月の子どもの保育者
持母子健康手帳、バスタオル
Ö３月20日（水）から各実施日の２日前までに電話で
市役所コールセンター（☎243-4894）へ
時間　午後１時30分～３時　※受け付けは１時15
分から

期日 会場 定員
（先着）

４/18（木） 南地域保健福祉センター 30人

４/25（木） 中央地域保健福祉センター 20人

ステップ離乳食
Ä４月18日（木）午前10時～11時30分　※受け付け
は９時40分から

健康
・
福祉

■東地域保健福祉センター
明石2-3-25	 ☎ 243-5312

■南地域保健福祉センター
　新和3-3-1	 ☎ 285-2373
■中央地域保健福祉センター
関屋下川原町1-3-11	☎ 266-5172

中央区だより 3平成31年３月17日

お知らせ
市役所、区役所、関係機関からの情報
を掲載します。

シルバー人材センター会員募集
シルバー人材センターは、就業を通

して健康や生きがいの実現を目指す団
体です。高齢者の豊かな技能や知識を
生かし、親切・丁寧に仕事に取り組む
ことで、地域社会に貢献しています。
Ç原則60歳以上の健康で働く意欲のある人
■入会説明会
Ä毎月第２・４水曜午後１時30分から
Å同センター中央事務所（上所１）
Ö当日直接会場
Ü同事務所（☎241-3541)

アート・ミックス・ジャパン2019
Ä４月13日（土）・14日（日）
Åりゅーとぴあ、燕喜館（白山公園内）、
ほか
Ñ和楽器や狂言など全24公演
出演者　吉田兄弟（津軽三味線）、人間

関屋地区公民館　☎266-4939
〒951-8164　中央区関屋昭和町3-148-1

■子育てネットまつぼっくり
Ä４月５日から26日までの毎週金曜午前10時～正午
Ñ絵本の読み聞かせ、ほか
Ç乳幼児と保護者	 Ö当日直接会場
■おもちゃの修理「おもちゃ病院にいがた」
Ä４月５日（金）午前10時～正午
Ñ壊れたおもちゃの修理
É無料（実費負担の場合あり）	 Ö当日直接会場

■みんなのふれあい広場
Ä３月19日（火）午後１時30分～４時
Ñ気軽に会話を楽しむ　※午後２時から40分程度ミニ
コーナー「気軽に健康体操」を開催
持タオル Ö当日直接会場

中央公民館　☎224-2088
〒951-8055　中央区礎町通3-2086

石山地区公民館　☎250-2930
〒950-0852　東区石山1-1-12

ふれあい掲示板
市民グループや地域のイベントなどの
情報を掲載します。※敬称略

アルビレックス新潟観戦無料招待
Ä４月３日（水）午後７時キックオフ
Åデンカビッグスワンスタジアム
Ç1,000人　※応募多数の場合は抽選
Ö３月28日（木）までに右の二
次元コードを読み取り申し込
み　※読み取ることができ
ない人はお問い合わせくだ
さい。
Üアルビレックス新潟後援会（☎282-
0011）

本紙掲載の催しに参加する際は、できるだけ公共交通
機関をご利用ください。

≪広告欄≫

公民館
※申込受付は午前９時から

関屋地区公民館続き
■囲碁入門教室(全19回）
Ä４月から来年３月までの毎月第１・３土曜（５月
４日、８月３日・17日、10月19日、来年１月４日
を除く）午前10時～正午
Ç小学生以上20人
※応募多数の場合は抽選（抽選結果は3月25日に通知）
Ö３月21日（祝）までに電話で同館へ
■将棋クラブ（全19回）
Ä４月から来年３月までの毎月第１・３土曜（５月
４日、８月３日・17日、10月19日、来年１月４日
を除く）午前10時～正午
Ç小学生25人
※応募多数の場合は抽選（抽選結果は３月25日に通知）
Ö３月21日（祝）までに電話で同館へ

■子育てサロン「木戸っこくらぶ」
Ä３月22日（金）午前10時～11時30分
Å木戸公民館（東区山木戸２）
Ñ自由遊び、手遊び、読み聞かせ、ほか
Ç未就園児と保護者
Ö当日直接会場
■ご近所だんぎ「春色なごやか大笑い～笑いヨガで
健
けんこう

幸になる」
Ä３月25日（月）午後１時30分～３時30分
Ñ笑いヨガを体験したあと、参加者同士で茶話会
É100円
Ö当日直接会場

Å南地域保健福祉センター
Ñ２回食・３回食への進め方、試食
Çおおむね生後６カ月以上の子どもの保育者先着30人
持母子健康手帳、バスタオル、らくらく離乳食ガイ
ドブック（持っている人）
Ö３月20日（水）から４月16日（火）までに電話で市
役所コールセンター（☎243-4894）へ

スマイルキッズ
（障がいのある子の保護者の集い）
Ä３月22日（金）	午前10時~11時30分
Å南地域保健福祉センター
Ñ参加者同士の情報交換、自由遊び、ほか　※10時
30分から11時まで「先輩ママとフリートーク」を実施
Ç障がいのある子どもと保護者　※保護者のみの参加可
Ö前日までに電話で同センター（☎285-2373）へ

健康相談
Ñ保健師・栄養士による個別相談
持健診や人間ドックの受診結果（持っている人）
Ö締め切り日までに電話で各地域保健福祉センターへ

期日 受付時間 会場 申し込み
締め切り

４/10（水）13：30～14：30 中央地域保健福祉センター ４/８（月）

４/12（金）
９：00～11：00 南地域保健福祉センター

４/10（水）
13：30～14：30 東地域保健福祉センター

国宝 奥村旭翠（筑前琵琶）、市山七十郎・
古町芸妓（日本舞踊）、ほか
É1,500円から　※公演により異なり
ます。チケットの購入方法など詳細は
お問い合せください。
Ü同イベント専用ダイヤル（☎255-1332、
平日午前９時～午後６時）

沼垂テラス商店街　朝市
Ä４月７日（日）午前８時～正午
Å沼垂テラス商店街（沼垂東３）
Ñ同商店街常設店舗の一斉オープン、
各種イベント、ワークショップ、ほか
Üテラスオフィス（☎384-4010）

４/７（日）新潟ロードレース大会
交通規制を実施

ロードレース大会の実施に伴い、下
記の日時に交通規制を行います。規制
時間は進行状況により変わることがあ
ります。
Ä４月７日（日）①午前８時～10時②午
前８時～11時③午前８時～正午　※番
号は下図と対応　
Ü市陸上競技協会（☎230-6269）
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施設名 開放場所 期日 時間 対象 開放しない日
クロスパルにいがた フリースペース 毎週土曜 13：00～17：00 小・中・高校生

東地区公民館
（☎241-4119）

フリースペース ３/16（土）～４/７（日）

９：00～17：00 小学生

３/24（日）

９：00～19：00
※日曜・祝日は17：00まで 中・高校生

学習室 ９：00～17：00 中・高校生

鳥屋野地区公民館
（☎285-2371）

フリースペース 毎週土曜 13：00～17：00 小・中・高校生

学習室 ３/18（月）～４/７（日） ９：00～18：00
※日曜・祝日は17：00まで 中・高校生

関屋地区公民館 フリースペース 3/19（火）～４/14（日） ９：00～19：00
※日曜・祝日は17：30まで

小・中・高校生 3/26（火）学習室 中・高校生

石山地区公民館
談話室 休館日を除く毎日 ９：00～19：00

※小学生は18：00まで。日
曜・祝日は17：00まで。

小・中・高校生 ３/24（日）
学習室 ３/17（日）～３/27（水）

春休みの公民館 フリースペース・学習室
　主催事業などにより利用できない場合があります。詳しくは各館へお問い合わせください。

※表中に電話番号が記載されていない公民館の問い合わせ先は下記をご確認ください。

Ä＝日時　Å ＝会場　Ñ ＝内容　Ç ＝対象・定員　　 ＝持ち物　É ＝参加費（記載のないものは無料）　Ö＝申し込み　Ü＝問い合わせ　持

古町誕生祭
ÅNEXT21・１階アトリウム
Ü新潟中心商店街協同組合（☎222-
0665）
■湊町新潟ふるまち消滅？再生？
シンポジウム
Ä３月24日（日）午後２時～４時
パネリスト　新潟大学教授、古町芸
妓、ほか Ç先着100人
Ö電 話 で 新 潟 商 工 会 議 所（ ☎223-
6272)へ
■湊町・新潟ふるまち誕生企画展
Ä３月30日（土）までの午前11時～
午後５時
Ñ江戸時代の湊町新潟を復元したCG
動画の公開、古町歴史パネルの展示
■まちなか歴史クイズラリー
Ä３月30日（土）までの午前11時～
午後５時　※NEXT21のほか、古町
５～９番町に設置した歴史パネルの
クイズの正解者に抽選で古町歴史ポ
ストカード、新潟市・佐渡市共通商
品券などをプレゼント


