
コミセンコミセン ・・ まちセンまちセンへ行ってみようへ行ってみよう   ！！

詳しくはこちら

区内にはコミュニティセンター（コミセン）が６カ所、まちづくりセンター（まちセン）が２カ所あります。
「地域活動の拠点」「ふれあいの場」として、気軽に利用してみませんか。（まん延防止等重点措置適用中は休館しています）
各センターがオススメするイベントやサークルを紹介します。※（　）内はサークル名
詳しくは、各施設に問い合わせてください。ホームページからもご覧になれます。

吹き矢（エンジョイ吹き矢） 陶芸教室（智子先生の陶芸教室）

陶芸サークル 体操教室

ストレッチ体操（ストレッチサークル）

タイ式ヨガ(リラックス ルーシーダットン)

手芸教室（干支の置物つくり）

健康体操（さわやか3B体操）

大人のものづくり交流事業 太極拳（岡方太極拳愛好会）

空手（新武会）油絵（こもれびの会）

英会話教室（サークルABC） フロアカーリング（フルーツトマトの会）
空手（南浜空手少年団） 地域の茶の間（はまなす会）

岡方岡方コミュニティセンターコミュニティセンター 所在地　長戸呂4601
問い合わせ先　☎025-387-3331

▽貸出施設
・ホール（２室）　・会議室　・調理室　・和室（２室）
▽新会員募集中サークル
・護身術（女性限定）　・健康体操　・太極拳

北地区北地区コミュニティセンターコミュニティセンター 所在地　名目所3-1129
問い合わせ先　☎025-259-6471

▽貸出施設
・講座室（２室）　・和室（２室）　・小ホール　・大ホール　・音楽室
▽新会員募集中サークル
・油絵 　・ 踊り　 ・英会話　 ・空手 　・詩吟 　・民謡　 ・社交ダンス
・三味線　・手芸　・大正琴 　・ヨガ 　・太極拳 　・吹き矢　 ・フラダンス
・オカリナ　・カラオケ　・健康体操　・ラウンドダンス　・フォークダンス
・韓国語  ・体幹トレーニング  ・親子交流サークル  ・フラワーアレンジメント

葛塚葛塚コミュニティセンターコミュニティセンター 所在地　東栄町1-1-18
※４月１日に葛塚3197に移転します
問い合わせ先　☎025-384-6077

▽貸出施設（移転後）
・研修室（４室）　・和室 　・会議室　・多目的ホール
▽新会員募集中サークル
・フォークダンス　・フラダンス　・フラワーアレンジメント　・社交ダンス
・健康体操  ・絵手紙  ・空手  ・太極拳  ・登山  ・俳句  ・川柳  ・絵画  ・ヨガ

南浜南浜まちづくりセンターまちづくりセンター 所在地　島見町2069-1（南浜連絡所併設）
問い合わせ先　☎025-255-3365

▽新会員募集中サークル
・少年空手  ・フロアカーリング  ・健康体操  ・生け花  ・絵本の読みきかせ　

長浦長浦コミュニティセンターコミュニティセンター 所在地　長場1834-1
問い合わせ先　☎025-387-2061

▽貸出施設
・多目的ホール（２室）　・会議室　・調理室　・和室　・講座室
▽新会員募集中サークル
・生け花　・オカリナ　・フラダンス　・陶芸　・そろばん　・絵手紙教室
・フロアカーリング　・カラオケ　・ヨガ　・ 吹き矢　・ストレッチ教室
・エアロ体操　・頭と体の体操

早通早通コミュニティセンターコミュニティセンター 問い合わせ先　☎025-386-3755
▽貸出施設
・小会議室　・学習室　・講座室　・講堂　・調理実習室　・和室　・工作室
▽新会員募集中サークル
・フラワーアレンジメント　・絵手紙　 ・健康体操
・社交ダンス　・ストリートダンス　・プログラミング　・踊り　・料理
・陶芸　・太極拳　・水彩画　・囲碁　・将棋　・民謡　

所在地　早通37-1

濁川濁川まちづくりセンターまちづくりセンター 所在地　新崎2607-3（濁川連絡所併設）
問い合わせ先　☎025-259-3088

▽新会員募集中サークル
・ヨガ ・英会話教室 ・コアダンス ・レクダンス ・健康体操 ・フロアカーリング

木崎木崎コミュニティセンターコミュニティセンター 所在地　木崎3227
問い合わせ先　☎025-387-3351

▽貸出施設
・ホール　・会議室　・調理室　・和室　・陶芸室
▽新会員募集中サークル
・登山（木崎地区の人）　・体操教室　・健康体操　・陶芸　・踊り　・合唱
・囲碁　・プログラミング　・バンド演奏　・園児の体育遊び教室

陶芸（ありのみ焼連合会） 囲碁（ありのみ棋友会）

自 然・活 力・安 ら ぎ に あ ふ れ る ま ち  ― 住 み た くなる ま ち  北 区 ―自 然・活 力・安 ら ぎ に あ ふ れ る ま ち  ― 住 み た くなる ま ち  北 区 ―

☎025ー387ー1000（代表）  025ー387ー1020
ホームページ  http://www.city.niigata.lg.jp/kita/   電子メール  chiikisomu.n@city.niigata.lg.jp
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電話番号（☎）は市外局番025を省略して記載しています。本文中の申問などのマークは３面おしらせ版と同様です。

問同協会事務局（産業振興課文化・スポーツグループ内、☎387-1195）北区スポーツ協会 優秀競技者などを表彰優秀競技者などを表彰
　同協会では、区民のスポーツ振興
と競技力の向上を目指し、競技者や
指導者を支援しています。その一環
として、北区のスポーツ振興に貢献
した人や、優秀な成績を収めた競技
者・チーム、コロナ禍で継続してス
ポーツ活動に取り組んだ競技者を表
彰しました。
【順不同、敬称略】
※（　）内は学校（高は高校）、その他
は住所

スポーツ功労者賞
（県内女子野球の普及に尽力し、そ
の地位を確立させた）

最優秀競技者賞
（全国大会優勝者）
●躰道
錬武館
室井花奈、木間和也、岩橋希海、
岩橋翔馬、杉山優二郎、高橋華野、
高橋快、本田信仁、加藤珠韻

優秀競技者賞
（全国大会入賞者、県・ブロック大
会優勝者）
●躰道
錬武館
泉智慶、室井花奈、杉山優二郎、
阿部廉太郎、相馬永遠、明星匡信、
河内大陽、河内大知、相馬久遠、
野々原隼輔、本田善、加藤蒼士
●ダンス
武田雛、武田蒼天（新潟南高）
●柔道
小泉由愛（葛塚東小）、
佐藤優輝（葛塚小）、島田慶次（葛塚中）
●サッカー
小熊優斗（日本文理高）
●陸上
松田知利（太夫浜新町）
●競泳
服村健太郎（早通南小）
●ソフトテニス
髙野凛（北越高）
●バドミントン
葛塚中学校
松澤空也、佐藤佑羽、松澤侑也、
梅川颯太、佐々木有、川村詩織

奨励賞
（全国大会出場者、県・ブロック大
会入賞者）

●陸上
坂井駿介（松浜中）、
青柳璃空（東京学館新潟高）、
長谷川直人（太田）
●カヌー
長井未亜、赤松瞳、小林暖（万代高）
●サッカー
南浜中学校サッカー部
菊池亮葵、田村俐樹、伊藤蓮斗、
渡邉奏、小林聖斗、湯浅悠人、
今井祐宇、高畑泉之介、菊地竜生、
岡﨑哲也、五十嵐仙一、金田大知、
佐藤竜拳、神田潤月
●柔道
森岡善（葛塚小）、平岩翔友樹、
山際綺斗、坂井暖望（光晴中）
葛塚中学校柔道部
加藤滉大、井浦毅虎、長谷川時道、
五十嵐陽風、島田慶次、佐藤晴輝
●スノーボードクロス
水澤虎太郎（葛塚東小）
●水泳
佐藤琴光（光晴中）、
青海汐音（新潟第一高）
●バドミントン
佐藤佑羽、松澤侑也、佐々木有（葛塚中）
●バスケットボール
葛塚ウイングス（女子）
高橋伶奈、須藤希亜、肥田野こはる、
阿部咲希、野村穂乃果、小池遥花、

小林未侑、肥田野ここな、吉荒咲希、
鈴木希光、那須野日葵、清野萌梨愛、
川島苺華、今井葵唯、佐藤稀央
●ミニバスケットボール
葛塚ウイングス（男子）
加藤蒼士、長瀬芽吹、藤田羚央、
熊倉航平、江村郁人、佐藤蒼来、
山下颯琉、内山怜士、藤田琉輝亜、
五十嵐壮、北畠珀、大澤楓希
●卓球
袖山陽凪（葛塚東小）
●バレーボール
倉島亜実（長岡商業高）

激励賞
（コロナ禍で継続してスポーツに取
り組んだ競技者）
●陸上
渡邉大翔（木崎小）、
明田川心来（光晴中）
●柔道
籠島理世、橋本栄之介、川崎こころ、
米山結、新田百花（光晴中）
●サッカー
野村真向（木崎小）
●バウンドテニス
川島朝臣、川島亜希子（島見町）、
黒川美枝子（新元島町）、
吉田晃（新富町）、斉藤美千代（須戸）、
小林郁子（すみれ野）

教室名 曜日 時間 初回 対象 定員
①フラダンス(夜） 火 19:00 ～ 20:00 ４/５ 15歳以上 40人
②ZUMBA® 20:10 ～ 21:10 15歳以上 40人
③いきいき健幸トレーニング

水

10:00 ～ 11:30

４/６

50歳以上 30人
④やさしいペルビックヨガ（午後） 13:30 ～ 14:30 15歳以上 40人
⑤すこやかピラティス 19:00 ～ 20:00 15歳以上 40人
⑥汗をかいてシェイプアップ 20:10 ～ 21:10 15歳以上 40人
⑦やさしい有酸素運動

木

  9:30 ～ 10:30

４/７

50歳以上 40人
⑧フラダンス（午前） 11:00 ～ 12:00 15歳以上 20人
⑨やさしい健幸たいそう 13:30 ～ 14:30 50歳以上 40人
⑩ペルビックヨガ（夜） 20:00 ～ 21:00 15歳以上 40人
⑪太極拳 金 10:00 ～ 11:30 ４/１ 15歳以上 40人
⑫ソフトエアロビクス 13:30 ～ 14:30 15歳以上 40人
⑬やさしい有酸素＆筋トレ①（文化会館）

火
  9:30 ～ 10:30

４/５
50歳以上 20人

⑭やさしい有酸素＆筋トレ②（文化会館） 10:45 ～ 11:45 50歳以上 20人
⑮ルーシーダットン（文化会館） 13:30 ～ 14:30 15歳以上 25人
⑯ルーシーダットン（長浦コミセン） 水 13:30 ～ 14:30 ４/６ 15歳以上 20人

場①～⑫新潟市豊栄総合体育館
⑬⑭⑮北区文化会館　⑯長浦コミュニティセンター
回数　各教室全10回　　￥年度会員4,000円　春期のみ参加5,100円
申電話でハピスカとよさか（☎386-7522、祝日を除く月曜休み）

躰道はここ北区にずっと根付いている武道です
躰（からだ）と心のバランスをとり、強くて優しい人間力を目指します
練習日　火・金　17:30 ～ 18:30　19:30 ～ 21:00
　　　　木　　　17:30 ～ 18:30（初心者クラス）
会　費　月3,500円　見学・体験随時可
問い合わせ　練武館・木崎慶誓寺　☎ 025-386-6500（泉）　北区木崎295

新潟県躰道協会　会員募集中！！

ハピスカとよさか　令和 4 年度 春期ヘルシーエクササイズ教室

人 15歳以上（中学生を除く）※⑯⑰は60歳以上
申３月21日（祝）までに、メール（kitaspo@niigata-kaikou.jp）に①会員カー
ド登録番号②教室名（複数の場合全て）③氏名（ふりがな）④電話番号を明記
し、同センター（☎258-0200）※申込多数の場合は抽選
※事前に会員カードの発行が必要です。詳しくは問い合わせてください

北地区スポーツセンター 春期スポーツ教室
※開催日程が変更になる場合があります

教室名 曜日 回数 開始時刻 初日 定員 参加料

①カラダ引き締めトレーニング
月 各

全９回

  9:45
4/11

30人 3,000円
②エアロビクス 10:30 40人 各

4,000円③バレトン S･S 18:30 30人
④骨盤矯正エクササイズ

水

全８回   9:45 4/13

各30人

3,500円
⑤ズンバ 全６回 13:45 4/20 2,600円

⑥スロートレーニング＆コアトレーニング 各
全７回

19:10 4/13 各
3,100円⑦ボックスキック 20:05

⑧ラテンダンスエクササイズ

木 各
全９回

  9:45

4/14 各30人 各
4,000円

⑨やさしいステップエクササイズ 10:45
⑩やさしいヨガ 13:15
⑪フラダンス 14:30
⑫リラックスヨガ

金

全10回 13:15

4/8 各30人 各
4,400円

⑬ズンバゴールド
各
全９回

14:30
⑭リフレッシュヨガ 18:30
⑮ピラティス 19:30
⑯高齢者のための筋力アップ 月 全10回 13:30 4/11 各45人 2,200円
⑰高齢者のためのいきいき健康 木 全９回 13:30 4/21 2,000円

福島潟　新芽呼ぶヨシ焼き Ä３月13日(日)午前９時半～
※強風・雨天の場合は延期

　春の風物詩「ヨシ焼き」は、自然環境保全のため毎年行っているものです。
古いヨシを焼くことで潟の植生環境を保ち、土砂の堆積を防ぎます。
　天候や風向きなどを考慮して行いますが、灰が飛散することがあります。
洗濯物や窓の開閉などに注意してください。
　写真撮影をする場合は、安全のため、水の駅「ビュー福島潟」か
自然学習園からお願いします。
　実施中は周辺道路などが通行止めとなります。
Ü区民生活課生活環境係(☎387-1295)　水の駅「ビュー福島潟」(☎387-1491)
※当日の情報は「水の公園　福島潟」のホームページでも確認できます

ホームページは
こちら

　新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、新潟市内の体育施設が休館
になり、運動する機会が減っています。
　自宅や職場などでできる運動の動画を作成しました。
　北区民から親しみを感じ
られるよう、豊栄総合体育
館伊集院館長が講師を努め
ています。
Ü北区スポーツ協会（北区産
業振興課内　☎387-1195）

身近なところでできる運動動画

↑インスタも見てね↑

動画はこちらから→

<広告欄>

この度は、スポー
ツ功労者賞に選
ん で い た だ き、
本当にありがと
うございます。

頓所理加（横土居）
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程
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電話番号（☎）は市外局番025を省略して記載しています。

幸せの暮らしと住まいづくりナビゲーター

上下水道工事・舗装工事・土留工事・外構工事・木造住宅解体工事
新築木造住宅・各種リフォーム・水まわり修理・ペレットストーブ

㈱佐久間組　新潟市北区木崎 2183 info@39mg.com　http://39mg.com

サクマホーム
通話料
無　料 0120-392-390

<広告欄>

□＝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

（仮称）新潟市海辺の森風力発電
事業環境影響評価準備書を縦覧

縦覧期間　３月31日（木）まで　午前
８時半～午後５時30分
※土・日曜、祝日を除く
縦覧場所　産業振興課、南浜連絡所、
環境政策課
ÜHSE㈱事業開発第三グループ（☎
0294-55-7808）

催し・募集
豊栄児童センター	
ぴょんぴょんきっず

Ä３月17日（木）午前10時半～ 11時15分
Ç１歳以上の幼児（保護者同伴）
Ü同センター（☎384-1520） 

お 知 ら せ

	█ 豊栄地区公民館
Ü（☎387-2014）
▍壁面展示スペース	松雪会「雪割草」展示会
Ä３月17日（木）～ 19日（土）午前９時
～午後５時（19日は午後４時まで）
▍美術企画展「荻野弘一彫刻展　流れのままに」	
Ä４月３日（日）～ 23日（土）午前９時
～午後９時
Å北区役所１階交流スペース
▍同展アーティストトーク＆ワークショップ
Ä４月９日（土）午後１時半～３時半
講師　丸山　恵美さん
Ñ『楽しむだけで出来ちゃう！自分だ
けのアートフレーム作り』
　美術は難しいという固定概念を捨
て、筆を使って楽しく、アートフレー
ムを作ります。
持ち物　汚れてもよい服装　
Ç先着15人（就学前児は保護者同伴）
É200円　　Ö電話で同館

	█ キネマ松浜劇場「人生、いろどり」
Ä３月17日（木）午後１時半～３時半
Å北地区公民館
Ñ四国いち小さな町で起こった〈奇跡〉の実話
Ç先着32人
Öあす７日午前10時から電話で同館

（☎387-1761）

	█ 視覚障がいサポーター養成講座
Ä５月14日（土）午前９時～午後４時半
Å新潟ふれ愛プラザ（江南区亀田向陽１）
Ñ視覚障がい体験を通して誘導の仕方
や相手の気持ちに沿った対応を学ぶ
Ç先着20人
Öメ ー ル（yamaguchi@ngt-shikaku.
jp）に氏名、住所、電話番号を記入し

（福）新潟県視覚障害者情報センター（☎
381-8111）へ

講演会　無力の畏
おそ
れとともに

そばにいるということ	
～寄り添う人としての役割を考える～

Ä３月27日（日）午後２時～４時
Å北区文化会館
Ñ前半　講演　
　後半　対談「臨床事例から学ぶ」　
出演　村瀬嘉代子さん（日本臨床心理
士会前会長）、原口彩子さん（新潟医療
福祉大学講師）
Ç先着200人　　É1,000円
Öメール（xomma@nifty.com）また
はファクスに名前、住所、電話番号
を記入し傾聴サロン「にこっと」本間

（FAX兼☎387-5647）へ

	█ 初心者向け山歩き講習会
Ä３月20日（日）午前10時～正午
Å豊栄総合体育館
Ñ山歩きに適した服装や装備の紹介、
基本知識などを学ぶ
Ç先着12人
É500円
Ö電話でハピスカとよさか（☎386-
7522）

	█ プールであそぼう	in	遊水館
Ä３月27日（日）午前９時半～ 11時半
Ñ普段プールで使えない道具を使って
遊ぶ
Ç小学生　先着40人
É300円（別途入館料200円、ロッ
カー代20円必要）
Ö３月９日（水）午前10時から電話で
同館（☎384-1211）

・�今号掲載の情報は２月28日時点
のものです。状況により催し等
を中止する場合があります。
・��催しの開催状況はそれぞれの問
い合わせ先までご確認ください。
・�催しに参加する場合は、マスク
の着用などの「新しい生活様式」
の実践をお願いします。

　スマホなどのアプリ「マチイロ」で
の市報にいがた・区役所だより配信
は3月20日号で終了します。新潟市
L
ラ イ ン

INE公式アカウント＝
右＝で「市報にいがた・
区役所だより電子版」を
登録してください。
Ü広報課（☎226-2089）
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北区の魅力再発見！ フォトコンテスト北区の魅力再発見！ フォトコンテスト
北区自治協議会提案事業（自然文化部会）

※投稿者名は本人の希望により本名またはインスタグラムアカウント名等で表記（敬称略）

優秀賞・入選作品は北区ホームページでも公開中

　インスタグラムで「#新潟市北区2021」または「#キタク魅力」と検索すると、
入賞作品以外の投稿も見ることができます。

　北区の魅力を広く発信するため、インスタグラムを活用し「北区の隠れた魅力」
をテーマにフォトコンテストを開催しました。応募総数197作品の中から、優
秀賞３点、入選10点の合計13点を決定しました。今号では、２月20日号に引き
続き、入賞作品を紹介します。
Ü北区自治協議会自然文化部会事務局（地域総務課内☎387-1155）
北区役所交流スペースで作品展示会
Ä３月14日（月）～ 31日(木)午前８時半～午後９時

入賞作品紹介

道の駅豊栄テラス出店者募集

開催日時　 土・日曜、祝日の午前９時～午後５時
開催場所　 道の駅豊栄（国道７号線新新バイパス沿い）
　　　　　※施設利用者概数：2,000人（ 土・日曜・祝日）
概　　要　 施設側の歩路上に専用スペース１日最大３区画。
　　　　 　キッチンカーまたはテントでの飲食物等の販売
料　　金　 売上の10％および消費税（販売終了後当日清算）
出店条件　 新潟市北区観光協会への加盟(年会費5,000円)
詳細は問い合わせてください。
Ü道の駅豊栄連絡協議会事務局（㈱まちづくり豊栄内☎386-1212）

市報にいがた・区役所だより
アプリ「マチイロ」での配信を終了

クイズコーナーはお休みです。

「謎の古時計」
投稿者　吉川　一直入 選

「希望～ＫＩＢＯＵ～」
投稿者　tsuyoshi.nagai_入 選
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