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≪広告欄≫

■ひよこファミリーらんど
３月３日（火）・５日（木）・10日（火）・17日（火）・
19日（木）・24日（火）・31日（火）午前10時～午後４
時30分　※３月５日・19日は午後１時から
保育室の開放　※昼食の持参可
乳幼児と保護者　　　 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。10日（火）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「卒業式フォトフレーム
づくり」、午後2時30分～3時まで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。
■木工体験　写真立て&カメラを作ろう‼
３月27日（金）午前10時～正午
小学１～３年生15人　※応募多数の場合は抽選

（当選者のみ３月16日までに連絡）
持写真１枚、マスク１枚、作品を持ち帰る袋　
※汚れてもいい服装でお越しください
500円　　 ３月11日（水）までに電話で同館へ

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

公民館・図書館
※公民館の申込受付は午前９時から

■ガールスカウトです！いっしょにあそぼ！
３月７日（土）午前10時～11時30分
ガールスカウトの活動紹介、団員との交流
年中～小学３年生までの女子と保護者
当日直接会場
■子育てサロン「ふらっと」
３月９日（月）午前10時～11時30分
自由遊び、情報交換、ミニイベント「足型アートづくり」
未就園児と保護者　　　 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

東地区公民館　☎241-4119
〒950-0083　中央区蒲原町7-1

■子育てサロン「のんのん」
３月２日・９日・16日・23日・30日（いずれも月曜）
午前10時～午後２時（出入り自由）
自由遊び　※昼食の持参可。毎回午前11時から絵

本の読み聞かせを実施。３月16日は「春祭りミニイ
ベント」を実施。また、３月は「スタンプぺたぺた！
手形スタンプで成長の記録作り月間」です。
未就園児と保護者　　 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。

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

■子育てサロン「りんごランド」
３月13日（金）午前10時～11時30分
自由遊び、ほか　※ミニイベント「大きくなったね。
足がたペッタン！」も開催。また、りんごランド終了
後、保育室を13：30まで開放します。
未就園児と保護者　　 当日直接会場
りんごランドは3月で終了します　４月から０歳児
と保護者のためのサロンが始まります。詳しくは4月
以降にご案内します。
■春休み子ども体験教室「令和チャレンジ！百人一首
きょうぎかるた」
３月24日（火）午後１時～３時　 小学生先着20人

持動きやすい服装　 あす２日（月）から電話で同館へ

図書館

■おはなしのじかん 当日直接会場 
期日 時間 会場・問い合わせ

♥毎週火曜
および３/５（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。

３月

７ 土 11：00～11：30

12◆ 木 11：00～11：30

14 土 11：00～11：30
13：30～14：00

19♥ 木 11：00～11：30

21 土 11：00～11：30

26◇ 木 10：30～12：00

28 土 11：00～11：30

毎週金曜♥
※3/20（祝）は休館 11：00～11：20

鳥屋野図書館
（☎285-2372）
■赤ちゃんタイム
毎週金曜
10：00～12：00

３月

14 土 10：30～11：00

18 水 10：30～11：00

28 土 10：30～11：00

３月
６♥◇ 金 11：00～12：00

※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

27◇ 金 14：00～17：00
※１組10分程度

♥乳幼児向け、◆わらべうた、◇個別の読み聞かせ
※３月２日（月）から４日（水）まで、システム切り替え
作業のため、全館臨時休館します。

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。

■W
わ く わ く
AKUWAKUきっず～カプラ®ブロックであそ

ぼう
３月28日（土）午前10時～正午
小学生30人　※応募多数の場合は抽選（当選者の
み３月17日に案内を発送）
３月12日（木）までに電話で同館へ

■中国語講座体験会（全７回）
４月２日から５月21日までの毎週木曜午後１時～２時
※４月30日を除く
会話を中心とした初級中国語の習得
中国語を初めて学ぶ人先着10人

持筆記用具、ノート　　 2,000円
あす２日（月）から３月27日（金）までに電話で同館へ

「料亭の味と芸
げいぎ
妓の舞」 参加者募集

18歳以上・各会場先着20~30人
※会場により異なります
5,500円　※昼食代含む。飲み物代
は別途必要。
電話で新潟三業協同組合（☎222-2237、
午前10時～午後４時、日曜・祝日休み）へ
時間　正午～午後1時30分
※芸妓は舞を含めて１時間程度。記念撮影
を希望する場合はカメラをご持参ください

開催日 会場
３/３（火） かき正
３/７（土） 金辰
３/14（土） 一〆
３/21（土） 大善

３/28（土）
イタリア軒　螢
きらく

地域課産業振興室（☎223-7054）

家族介護教室
「介護をしている皆さんへ」
３月７日（土）午後１時30分～２時30分
おかむら内科下町クリニック（田町１）
講義「病気と免疫力向上のための生活
習慣」　　 先着15人
３月６日（金）までに電話で同施設

（☎223-6601)へ

段ボールコンポストでたい肥作り
３月11日（水）午前10時～11時30分
ゆいぽーと　　 先着10人
電話でエコープラザ（☎270-3009)へ

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
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。
３月12日（木）午前10時～正午
中央区社会福祉協議会（西堀前通６、
C
コ シ ジ
o-C.G.３階）
電話で同協議会中央区まごころヘル
プ（☎210-8736）へ

♣鳥屋野総合体育館　ヨガ教室
参加者募集
同体育館
■親子ヨガ教室（全６回）
４月10日～５月22日までの毎週金曜
①午前10時15分～11時、②午前11時
30分～午後0時15分　※５月１日を除く
英会話を交えたヨガ教室
１歳以上４歳未満の子どもと保護者
各時間先着10組　　 3,000円
３月６日（金）午後１時30分から電話
で同体育館（☎241-4600)へ
■産後ママヨガ教室（全６回）
４月13日～５月25日までの毎週月曜午前

10時30分～11時15分　※５月４日を除く
１歳未満の子どもと保護者先着40組
2,400円
３月４日（水）午後１時30分から電話
で同体育館（☎241-4600)へ

春の街頭指導者実技講習会
３月25日（水）午前10時30分～正午
鳥屋野総合体育館
小学生の交通事故発生状況報告、横断
旗の使い方の説明と模擬コースでの実技
保護者、セーフティスタッフ、教諭
など普段街頭指導に従事している人
持内履き、飲み物
３月13日（金）までに電話で総務課

（☎223-7069)へ

＝日時　 ＝会場　 ＝内容　 ＝対象・定員　　 ＝持ち物　 ＝参加費（記載のないものは無料）　 ＝申し込み　 ＝問い合わせ　♣はにいがた未来ポイント対象事業　持

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

新型コロナウイルス感染症の影響で、
本誌掲載のイベント等が中止もしく
は開催延期となる可能性があります。
掲載日以降のイベント等の開催状況
については、直接、イベント等の主
催者までお問い合わせください。

高齢者、認知症の方とその家族の
相談窓口
月～金曜の午前９時～午後５時（祝
日・年末年始を除く）
県高齢者総合相談センター（新潟ユ
ニゾンプラザ内）または電話相談
高齢者や認知症の方とその家族が抱え

る心配ごとや悩みごとの相談　※高齢者
とその家族は法律の専門相談あり（☎285-
4165）。詳しくはお問い合わせください。
同センター（高齢者：☎285-4165、
認知症：☎281-2783）へ

県カウンセリング協会傾聴の会
無料カウンセリング
３月８日（日）午前９時～正午
クロスパルにいがた

同会心理カウンセラーによるカウン
セリング　　 先着10人
３月７日（土）までに電話で同会・大野

（☎090-3210-0051)へ

第13回東日本大震災チャリティ
ダンスフェスタ　百花繚乱2020
３月８日（日）午後０時30分～５時30分
※開場は正午から　　 新潟テルサ
県内外のチームによる様々なジャン
ルのダンスの披露、ブース出店
当日直接会場
NPO法人新潟恩返しプロジェクト・
広岡（☎090-8853-3573）

チューリップ巨大花絵作り
花摘み参加者募集
４月29日（祝）午前８時～午後４時
集合場所　新潟駅南口中央広場（花園１）
花畑での花摘み、花絵作り
150人　※応募多数の場合は抽選

持動きやすい服装　　 500円
４月３日（金・必着）までに、はがきに
参加者全員の氏名、年齢、代表者の住所・
電話番号を記入し、にいがた花絵プロ
ジェクト実行委員会（〒951-8067中央
区本町通５番町本町中央市場内）へ
同実行委員会（☎222-8710、平日午
後２時～５時まで）


