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西区役所だより「にし」は、毎月第１・３日曜日に発行しています。　次号は３月３日発行です。

古い雑誌をお分けします
　保存期限を過ぎた雑誌を差し上げま
す。希望者は直接会場へお越しくださ
い。なくなり次第終了し、混雑時は入
場制限を行う場合があります。
日�２月28日(木) ～３月10日(日)午前10時
～午後７時(土日は午後５時まで)

場黒埼図書館�講座室
問同館（☎025-377-5300）

新潟市ファミリー・サポート・セ
ンター入会説明会
　子どもの預かりや送迎を行う子育て
支援「ファミサポ」の入会説明会です。
支援を受けたい人のほか、支援したい
人も登録できます。お気軽にお申し込
みください。
日３月12日(火)午前10時から
　※�説明会は１時間程度。その後希望

者のみ登録手続き
場西新潟市民会館
人�子育て支援を希望する人、会の内容
を知りたい人�先着20人(保育は未就
学児�先着６人)

持�運転免許証など現住所が確認できるも
の、保護者の写真（３㌢×2.5㌢）２枚

申�新潟市ファミリー・サポート・セン
ター（☎025-248-7178）

おはなしのじかん
　直接会場へお越しください。

　

問坂井輪図書館（☎025-260-3242）
　黒埼図書館（☎025-377-5300）
　内野図書館（☎025-261-0032）
　※�西内野地区図書室は、坂井輪図書館へ

◆子育てサロン さかいわランド
　直接会場へお越しください。
日�２月19日(火)、３月19日(火)
　午前10時～11時30分
内�自由あそび、絵本の時間

◆小針青山みんなの映画館
　直接会場へお越しください。
日�３月４日(月)午後１時30分～３時30分
内�皇后陛下�美智子さま「陛下のお側
で」、かあちゃん

人先着200人
　
◆ 西新潟オープンカレッジ地域学部
「越後の飯盛女」
日�３月14日(木)午後１時30分～３時30分
講金森敦子(作家)
人先着30人
￥500円
申あす18日(月)から電話で同館

催 し

会場 ３月 時間 内容

坂井輪
図書館

毎週火曜
10:30～12:00
14:30～16:00

（希望の時間に
１組10分程度）

絵本の読み
聞かせ

９日（土）10:30～11:0023日（土）

黒埼
図書館

毎週水曜
(６日は
休み) 10:30～11:00

絵本の読み聞か
せ、２日（土）は
わ ら べ う た、
20日（ 水 ）は
赤ちゃん向け
わらべうた

毎週土曜

内野
図書館 毎週金曜

10:30～12:00
（希望の時間に
 １組10分程度）

絵本の読み
聞かせ

西内野
地区図書室 毎週土曜 14:00～14:30 絵本の読み聞かせ

公 民 館
坂井輪地区公民館 ☎025-269-2043
〒950-2055　寺尾上3-1-1
メール  sakaiwa.co@city.niigata.lg.jp

小針青山公民館 ☎025-230-1071
〒950-2022 小針2-24-1 第4月曜休館
メール  nishi.ci@city.niigata.lg.jp

(小針青山公民館続き)
◆ 柳本幸子「春風によせてM

マ ー チ
archコン

サート」
日 �３月16日(土)午後１時30分～３時30分
人先着300人
申あす18日(月)から電話で同館　

◆ 子育てひろば・ぺったん～手形・足形D
で
E

おひなさま
日�３月１日(金)午前10時～正午
人未就園児とその保護者�先着10組
申あす18日(月)から電話で同館

◆ 新潟大学の学生が運営「まなび屋」　
参加者を募集します

　１年間子どもたちと関わりながら、
共に学び合う場です。学生が講師とな
り、学校とは一味違う「まなびの時間」
を提供します。学校の勉強や宿題を教
える場ではありません。
日�平成31年４月～翌年２月のほぼ毎
週木曜午後５時～７時（年間30回程
度を予定）

人�新小学１～６年生�20人（応募多数の
場合、初めての人を優先に抽選）

　※�毎回家族が送迎でき、ほぼ毎回参
加できる人に限る

￥�年間2,000円（材料費、ほか。イベン
ト費などは別途徴収）

申�３月８日(金)までに、メールまたは
往復はがきに郵便番号、住所、氏名
（ふりがな）、電話番号、小学校名、
新学年、保護者氏名、過去の受講の
有無を明記し、同館。申し込みはが
きは子ども１人につき１枚

春休み小学生プログラミング教室
日３月23日(土)午後１時～２時30分
場�新潟国際情報大学新潟中央キャンパ
ス２階コワーキング・ラボこくじょ
う（中央区上大川前通七番町）

内�①ビスケットプログラミングコース
②スクラッチプログラミングコース
③迷路を脱出するプログラムコース

人小学生�先着30人
持�①はiPad、②③はノートパソコン
（持っている人のみ。貸し出しもあ
ります）

申�同大ホームページから申し込み

壊れたおもちゃはありませんか？
診察と治療をします
　直接会場へお越しください。
日�毎月第１日曜午後１時30分～３時30分
場�内野まちづくりセンター
￥�実費負担の場合あり
問�おもちゃ病院新潟西・内野病院(☎
025-261-1133)

B型肝炎特別措置法 電話・個別相談
日�２月23日(土)午前10時～午後３時
場�全国B型肝炎訴訟新潟事務所(中央
区西堀前通１番町)

内�弁護士による無料電話・個別相談
人�集団予防接種でB型肝炎になった人
とその家族(個別相談は事前申し込
みの人優先)

申同事務所(☎025-223-1130)

新潟大学医学部医学科 学外講義 　
死因究明の最前線
　直接会場へお越しください。
日�３月２日(土)午後１時～３時
場�新潟市民プラザ(NEXT21�６階)
内�新潟大学医学部医学科が推進してい
る研究の最先端を紹介

人�先着300人
問同学部庶務係(☎025-227-2003)

 西地区公民館  ☎025-261-0031
 〒950-2112　内野町603
 メール  nishi.co@city.niigata.lg.jp

市民グループなどから寄せられた催し物
案内を掲載しています。詳細は、主催者
にお問い合わせください。

ふれあい掲示板

日＝日時　場＝会場　内＝内容　講＝講師　人＝対象・定員　持＝持ち物
￥＝参加費（記載のないものは無料）　申＝申し込み　問＝問い合わせ

情報プラザ
★メールでの問い合わせ、申し込みは、
携帯電話の迷惑メール対策（ドメイン拒
否）などにより、担当課から返信できな
い場合があります。送信する前に設定の
確認・変更をお願いします。

お 知 ら せ

　黒埼地区のチューリップ生産者から構成される黒埼切花球根振興協議会の
主催で、黒埼産チューリップ展を開催します。会場で実施するアンケートに
協力いただいた人には、抽選でチューリップの球根をプレゼントします。ぜ
ひご参加ください。

黒埼産チューリップ展

３月４日（月）～８日（金）
※�４日は午後１時から、
　８日は午後１時まで

西区役所、黒埼市民会館

日時

会場

問い合わせ　 西区 農政商工課 農業振興係（☎025-264-7610）

西区特産のすいか　生産者が表彰されました
　１月23日、新潟砂丘地すいか高
品質生産品評会表彰式で、西区から
３人が表彰されました。これは、新
潟砂丘地すいかの振興と品質の確保
に向けて行っているもので、前年
の生産実績を審査して表彰していま
す。

【高品質果実出荷実績の部】
新潟県知事賞　　　　　　　　　　斎

さ い と う

藤隆
た か ひ ろ

弘さん（写真中央）
新潟砂丘地園芸振興協議会長賞　　山

や ま も と

本隼
は や と

人さん(写真左)
【高品質生産技術導入の部】
新潟砂丘地園芸振興協議会長賞　　若

わ か す ぎ

杉隆
た か よ し

義さん（写真右）

まちの話題 TOWN TOPICS
　身近な情報をお知らせください　☎２６４−７１８０　地域課�広報・広聴係まで

「黒埼未来妄想会議」参加者募集
なんにもないマチなんてない！

　黒埼地区をもっともっと元気にするために活動しているワーキングチーム
がイベントを開催します。直接会場へお越しください。

問い合わせ　くろさきワーキングチーム（西区農政商工課内☎025-264-7630）

日時　３月６日(水)午後６時から
会場　聞念寺支坊(大野町3226)
　　　※ 駐車場は黒埼出張所、大野小学校前駐車場、　　

大野仲町駐車場をご利用ください
内容　黒埼出身の30代によるトークセッション、ほか
対象　大野町商店街に興味がある人 30人程度

配布場所　佐潟・水鳥湿地センター
　　　　　※月曜休館(祝日の場合翌日)
　　　　　西区役所１階

佐潟カレンダー配布中！

　2019年度４月始まりのカレンダーを配布
しています。なくなり次第、配布終了です。

問い合わせ　西区 地域課 文化・スポーツ担当
(☎025-264-7193)

雇用期間 ３月 30 日 ( 土 ) ～４月６日 ( 土 )
※このほか事前研修が１日あります

勤務時間 ①午前８時 15 分～午後２時、②午前８時 15 分～午後５時、③午前 11
時 30 分～午後８時 15 分、④午後４時 15 分～８時 15 分のシフト制

勤務場所 西区役所、西出張所、黒埼出張所のうち希望する場所
応募要件 パソコン操作 ( ワード入力 ) ができる人 採用人数 若干人

賃金 ①④時給 810 円、②③日給 6,350 円

申し込み
２月22日(金)必着で市販の履歴書を郵送(〒950-2097)または直接
西区総務課(☎025-264-7112)へ持参。面接の日程を案内しますの
で、日中に連絡の取れる連絡先を明記してください

臨時職員募集(統一地方選挙事務)
　４月７日に投票が行われる「統一地方選挙」の期日前投票事務に従事する臨
時職員を募集します。

詳細はワーキング
チームFacebook
をご覧ください




