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大学生による家庭介護セミナー ～楽しく学ぶ日頃の感染症対策～
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　中学生が、地域貢献活動を通して考
えたり感じたりしたことを切り口に、
地域の課題に向き合い、自分たちにで
きることは何か、地域の皆さんととも
に考えます。どなたでも参観できます。
日10月14日（水）午後１時半～３時20分
問北区教育支援センター（☎387-1525）

██ 豊栄地区公民館
問同館（☎387-2014）
▍ご近所だんぎ「押し花でうちわをアート」
日10月８日（木）午後１時半～２時半
話題提供　更

さ ら

級
し な

ゆきえさん
※手話通訳あり
￥100円　
申10月６日（火）までに直接同館
▍美術企画展　星野健司彫刻展　女戰
士たちの帰還
会期　10月20日（火）～ 11月８日（日）
午前９時～午後９時
※11月１日（日）は休館
▍アーティストトーク&ワークショップ█
水彩絵の具で遊ぼう～大人も子どもも
だれでも芸術家！デカルコマニー
日10月31日（土）午後１時半～４時
講師　星野健司さん　
人先着15人（就学前児は保護者同伴）
申10月26日（月）までに電話で同館
▍区民ギャラリー
【豊栄文化協会祭・書道展】
会期　10月10日（土）～ 13日（火）
午前９時～午後７時
【豊栄文化協会祭・短歌展】
会期　10月15日（木）～ 18日（日）
午前９時～午後７時

地域と学校パートナーシップ事業
濁川中学校　ウェルカム参観日

██ 北地区公民館
申問同館（☎387-1761）
▍キネマ松浜劇場　小津安二郎監督　
原節子主演「麦秋」
日10月22日（木）・23日（金）午後１時
半～３時45分
人各回先着15人
申10月５日（月）午前10時から電話で
同館
▍松浜朝市と歴史ロマン漂う北地区を
巡るバスツアー
　まち歩きガイドの案内で松浜朝市や
北地区の史跡を巡り、昼食は鮨割烹で
料理を満喫します。
日11月12日（木）午前９時～午後３時
￥1,500円（昼食代）
人10人（応募多数の場合抽選）
申10月20日（火）午後５時までにメー
ルに件名「まちめぐり」、氏名、住所、
電話番号を明記し、北地区公民館

（メールアドレスkita.co@city.niigata.
lg.jp）、または、電話か直接同館

██ 豊栄児童センター
問同センター（☎384-1520）
人小学生～ 17歳以下　各日先着８人
▍かぼちゃのポップアップカード作り
日10月17日（土）・18日（日）午前10
時～正午
申10月10日（土）～ 15日（木）に電話
で同センター
▍おばけハウスのペン立て工作
日10月24日（土）・25日（日）午前10
時～正午
申10月17日（土）～ 22日（木）に電話
で同センター

██ 遊水館
場同館屋内プール
￥入館料・ロッカー代
※更衣室混雑回避のため午後１時退館
問同館（☎384-1211、祝日を除く月
曜休館）
▍楽しく泳いで気分爽快！ハッピースイム
日10月６日～12月15日　火曜と水
曜（祝日は除く）午前11時40分～午後
０時40分
内この時間は泳ぎ専用の時間です。　
自分のペースで練習できます。
持ち物　水着・水泳帽子・ゴーグル・
バスタオルなど
▍歩くからはじめよう！ハッピーウオーク
日10月８日～11月27日　木曜と金
曜（祝日は除く）午前11時40分～午後
０時40分
内この時間は水中ウオーキング専用の
時間です。伸び伸びと水中ウオーキン
グができます。
持ち物　水着・水泳帽子・バスタオルなど

██ 県高校生英語スピーチコンテスト
日10月18日（日）午前10時半～午後４時半
場新潟国際情報大学新潟中央キャンパ
ス（中央区上大川前通７）
内テーマ「私ができるエコ～新潟から
エコを考える」
問同大学学務課（☎239-3111）

██ バツ婚in新潟
　離婚歴のある人や、未婚で子どものい
る人などを対象とした婚活イベントです。
日10月11日（日）午後１時～３時半
場新潟駅周辺飲食店（決定次第参加者
に通知）
人20歳以上の未婚者で次の①～③の
いずれかの人
① 離婚歴があり現在独身
② 未婚で子どもがいる人
③ ①、②に当てはまらないが、イベ
ントの趣旨を理解して参加を希望する
人男女先着各20人
￥男性5,500円　女性2,500円
申10月６日（火）までに潟コンホームページ

（https://gata-con.com/）から申し込み
問潟コン実行委員会（☎250-5436）

██ 葛塚市ながらウオーキング！
　葛塚市でお買い物をしながら、歩い
た歩数を計測してみませんか？歩いた
歩数から消費カロリーを推定して、カロ
リーに応じた果物をプレゼントします。
歩ける方ならどなたでも参加できます。
※歩数計は受け付けで貸し出し
日10月25日（日）午前８時半～正午ごろ
場葛塚市市役所側入り口付近
問ハピスカとよさか（☎386-7522）
※祝日を除く月曜休み

電話番号（☎）は市外局番025を省略して記載しています。

お 知 ら せ

□＝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（記載のないものは当日直接会場へ）
□＝問い合わせ

場日

内

申

人

￥

問

〈令和元年度上半期〉 ８月４日号は２枠、８月18日号～９月15日号は１枠ずつスペースがあります。<広告欄>　広告掲載の申し込みは地域総務課（☎387-1175）１枠(3.9cm×7.9cm）１回7,000円（税込）

北区特定健診・がん検診のご案内
　生活習慣病の予防や早期発見の
ため、北区健診ご案内センターか
ら、市の特定健康診査対象者で受
診していない人に、電話で受診の
案内をします。
※「☎290-7038」の番号で電話します
期間　10月５日（月）～ 31日（土）
午前９時～午後８時（土・日曜、
祝日は午後５時まで）
問健康福祉課健康増進係（☎387-
1340）

【問　題】
　○○中学校の体育祭で３年生が制
作した灯籠が披露されました。

【応募方法】
　はがき、または電子メールにクイ
ズの答えと郵便番号、住所、氏名、
年齢、電話番号、身近な話題や区役
所だよりの感想を記入し、地域総務
課へ応募ください。（所在地などは表
紙をご覧ください。）
　正解者の中から抽選で３人に図書
カードを進呈します。

締切日　10月30日（金）
（８月２日号の答え／木崎）

申当日直接会場
※新規に利用を希望する団体は、事前に各公民館に問い合わせてください

令和 3 年度公民館定期利用団体向け説明会
日にち 会場 開始時刻 問い合わせ

10/29（木） 豊栄地区公民館 ①14：00
②19：00

同館
（☎387-2014）

11/ ４（水） 濁川公民館 14：00
北地区公民館

（☎387-1761）11/ ５（木） 北地区公民館 14：00
11/ ６（金） 南浜公民館 14：00 場豊栄総合体育館

人令和２年度中に上記の教室に参加したことがない人
申ハピスカとよさか（☎386-7522、祝日を除く月曜休館）

ハピスカとよさかスポーツ教室無料体験会（10月）

教室名 曜日・時間 対象年齢
フットサル教室A 水曜　16：00 ～ 17：30 小学１～３年生
フットサル教室B 木曜　17：40 ～ 19：30 小学４～６年生
U-8ヒップホップ教室 木曜　16：30 ～ 17：30 年少～小学２年生
ヒップホップ教室 木曜　17：30 ～ 18：30 小学生
ヒップホップオープンクラス 木曜　18：50 ～ 19：40 中学生以上
ミニバスケットボール教室 木曜　19：30 ～ 21：00 小学生
キッズスポーツ 土曜　 9：30 ～ 11：30 小学生

催し・募集

令和２年度
北区イベント中止のお知らせ
　新型コロナウイルス感染拡大防止のため、次のイベントを中止します。

◆博物館まつり・郷土芸能発表会
　問北区郷土博物館（☎386-1081）

催
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