
中央区だより 3平成31年４月７日

市美術館協力会 会員募集
　ボランティア活動や会報の発行などを
行う協力会の会員を募集しています。
Ç小学生以上で同館の活動に興味のある人
É年会費1,500円（高校生までは500円）
※観覧券の割引制度あり
Ü 同会事務局（市美術館内、☎ 223-
1622）

まごころヘルプ入会説明会
　「まごころヘルプ」は、誰もが住み慣れた

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

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

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

小学生向けS
ス ク ラ ッ チ
CRATCH体験会

Ä４月20日（土）①午前10時～正午②午
後１時～３時

ÅKENTO RoomB（天神１、プラーカ３内）
Ñプログラミングソフト「SCRATCH」の体験
Ç小学生各回20人　※応募多数の場合
は抽選（抽選結果は４月11日に通知）
Ö４月10日（水）までに下の二次元コー
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けんと放送（☎240-2554）

県女性財団講座
「モラル・ハラスメントを知る」
Ä４月20日（土）午後１時30分～３時30分
Å新潟ユニゾンプラザ（上所２）
講師　本田りえさん（臨床心理士）
Ç先着30人
Ö電話で県女性財団（☎285-6610）へ

■初級登山教室（全６回）
Ç登山初級者の成人30人　※応募多数の場合は抽選
（落選者のみ４月25日までに通知）	　É2,000円
Ö４月23日（火）までに電話で同館へ

日時 内容

５

７

火
19：00

～
21：00

登山てこんなに素晴らしい！～スライ
ドショーで学ぶ基礎知識・服装と準備

14 山の姿を読みといてみよう～地形図ト
レーニング

21 コンパスワーク～道迷いを防ぐ基礎技術①

26 日 ５/７に
お知らせ いざ山へ！実地トレーニング（角田山）

29 水 19：00
～

21：00

コンパスワーク～道迷いを防ぐ基礎技術②

６
４ 火 安全登山術～山の危険と対処の方法・ゆき

み山の会山行体験談

９ 日 ５/７に
お知らせ オプション登山（希望者のみ）

■おも知
し

ろ関屋学（全８回）
Ç40人　※応募多数の場合は抽選（落選者のみ４月
25日までに通知）
Ö４月10日（水）から４月22日（月）までに電話で同館へ
時間　午後１時30分～３時30分（５月11日は４時まで）
期日 内容

5/11（土）オリエンテーション、関屋村ってどんなところ？

6/８（土） 新潟の太平洋戦争雑話

7/13（土）まち歩き：信濃川と関屋分水

９/14（土）金鉢山周辺の歴史事象を拾う

10/12（土）せきやの戊辰戦争の碑

11/９（土）関屋競馬場入門！

12/14（土）関屋掘割～坂井郷の悪水抜きと関屋村

1/11（土）日中戦争・出征兵士の手紙の紹介

■わくわくランド（全５回）
Ä５月11日、６月８日、７月６日、９月14日、10
月12日（いずれも土曜）午前９時30分～11時30分　
※７月６日は午後３時30分まで

■おはなしのじかん	 Ö当日直接会場	
期日 時間 会場・問い合わせ

毎週火曜♥
および５/２(木）

11：00～11：20
※終了後、「絵本なん
でも相談タイム」あり 

ほんぽーと
中央図書館

（☎246-7700）

■赤ちゃんタイム
毎週火・木曜
10：00 ～13：00
おはなしのへやで赤
ちゃんとゆっくり過
ごしてください。

４月

11◆ 木 11：00～11：30

13 土 11：00～11：30
13：30～14：00

14☆ 日 11：00～11：30

18♥ 木 11：00～11：30

20★ 土 11：00～11：30

25♢ 木 10：30～12：00

27 土 11：00～11：30
５月 ４ 祝 11：00～11：30
毎週金曜♥

※５/３を除く 11：00～11：20 鳥屋野図書館
（☎285-2372）
■赤ちゃんタイム
毎週金曜
10：00～12：00４月

13 土 10：30～11：00
17 水 10：30～11：00
27 土 10：30～11：00

26♢ 金 14：00～17：00
※１組10分程度

生涯学習センター図書館
（☎224-2120）
■赤ちゃんタイム
毎週金曜
10：00～13：00

５月 ３
♢♥ 祝 11：00～12：00

※１組10分程度

♥乳幼児向け、◆わらべうた、★紙芝居、◇個別の読
み聞かせ、☆英語

図書館

■子育てサロン「のんのん」
Ä４月８日から22日までの毎週月曜午前10時～午後
２時（出入り自由。昼食の持参可）
Ñ自由遊び　※毎回午前11時から絵本の読み聞かせ
を実施

公民館・図書館
※公民館の申込受付は午前９時から

■ひよこファミリーらんど
Ä４月９日（火）・16日（火）・18日（木）・23日（火）
午前10時～午後４時30分　※18日は午後１時から
Ñ保育室の開放	 	 Ç乳幼児と保護者
Ö当日直接会場
※専門のスタッフはつきません。保護者が責任を
もって利用してください。23日はイベント「ひよこ
デイ」を開催。午前11時～正午にミニコーナー「教
えて！子育てにまつわるお金の話」、午後２時30分
～３時は絵本の読み聞かせを実施します。昼食を持
参して、みんなで一緒に食べませんか。
■みんなのふれあい広場
Ä４月16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１時間程度、み
んなで笑って楽しく運動する「笑いの力で健康に！」を開催
持飲み物
Ö当日直接会場

鳥屋野地区公民館　☎285-2371
〒950-0972　中央区新和3-3-1

■子育てサロン「ふらっと」
Ä４月８日（月）午前10時～11時30分　　
Ñ自由遊び、情報交換
Ç未就園児と保護者	 Ö当日直接会場
※０歳児と保護者対象の子育てサロン「まんまる」は
今年度から子育てサロン「ふらっと」に統合しました。

東地区公民館　☎241-4119
〒950-0083　中央区蒲原町7-1

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

■ご近所だんぎ　春の園芸～笑顔と会話の花も咲く
Ä４月22日（月）午後１時30分～３時30分
Ñ園芸のプロから春の園芸について話を聞いたあと、
参加者同士で茶話会
É100円	 Ö当日直接会場
■お互いさまネット石山～支え合いと助け合いがつ
なぐ地域の未来（全３回）
Ç先着50人　※１回のみの参加可
Ö４月10日（水）から電話で同館へ
時間　午後１時30分～３時30分
期日 内容

５/13
（月）

健康寿命を延ばして地域社会に参加しよう！
講師　斎藤忠雄さん（斎藤内科クリニック院長）

５/30
（木）

みんなで参加してつくる助け合いの地域づくり体験
講師　須田恒夫さん（支え合いのしくみづくり推進員）

６/25
（火）

助けてと言える自分をつくろう 助けてと言い合える地域を
つくろう　講師　河田珪子さん（「地域の茶の間」創設者）

Ñ大学生との交流会、デイキャンプ体験、ほか
Ç小学生30人　※応募多数の場合は抽選（抽選結果
は４月26日までに通知）	 É2,000円
Ö４月24日（水）までに電話で同館へ

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。

地域で安心して暮らし続けることができる
よう、日常生活で手助けが必要な人に有償
で家事支援などを行う活動です。希望者は
説明会の会場で提供会員登録ができます。
Ä４月11日（木）午前10時～正午
Å中央区社会福祉協議会（西堀前通６、
C

コ シ ジ
o-C.G.３階）

Ö電話で同協議会中央区まごころヘル
プ（☎210-8736）へ

子どもの預かり「ファミサポ」
入会説明会
　市ファミリー・サポート・センター

「ファミサポ」は主に子どもの預かりや送
迎を行う子育て支援です。入会説明会
では、依頼会員、提供会員ともに会場で
登録手続きをすますことができます。
Ä４月20日（土）午前10時～11時

５/ ６まで  春咲きフェスタ 2019
 桜やチューリップなどの春の花を楽しんでもらおうと、や
すらぎ堤の桜をぼんぼりとスポットライトで彩っています。
ライトアップされた桜の幻想的な雰囲気を家族や友人と楽し
んでみませんか。
Ä５月６日（振休）まで　※ぼんぼりの点灯は午後６時～９時
Å 信濃川左岸　やすらぎ堤緑地　
Ü 地域課産業振興室（☎ 223-7054）

≪広告欄≫

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

Å 市総合福祉会館（八千代１）
Ñ 制度の説明（約 45 分）、登録手続き

（希望者のみ） Ç 先着 20 人　
持保護者の写真（縦３cm ×横 2.5cm）
２枚、現住所が確認できるもの（運転
免許証など）
Ö 電話で同センター（☎ 248-7178）へ

新潟中央警察署からのお知らせ
　新潟中央警察署では、４月１日から交番の管
轄を再編成しました。今後は４交番・１警備派
出所で皆さんの安全を守ります。
Ü 新潟中央警察署（☎ 225-0110）

旧交番名 新交番名 交番所在地

附船交番 廃止
柳都交番

☎224-2160
旧附船交番に
新しい建物を

建築予定
豊照交番 廃止

西大畑交番 廃止

萬代橋交番 ― 萬代橋交番
☎229-4334

萬代橋交番
（３月１日開所）

を継続使用中央交番 廃止

市役所前交番 廃止 白山駅前交番
☎267-0519

白山駅前交番
を継続使用白山駅前交番 ―

松波町交番 廃止 有明台交番
☎266-7600

有明台交番を
継続使用有明台交番 ―

柾谷小路交番 ― 柾谷小路警備派出所
☎225-0351

旧柾谷小路交
番を継続使用

Ç未就園児と保護者	 Ö当日直接会場
子育て支援ボランティア募集　「のんのん」の運営を
手伝うボランティアを募集しています。詳しくはお
問い合わせください。

一緒に働きませんか？
いろいろな職種・時間・場所で募集しています。 
まずはお気軽にお電話でご相談ください。 

新潟市中央区上大川前通９番町 1268-2　㈹ 025-228-3477 

0120-387-450


