
「子ども学習会」参加者募集
　大学生が個別に勉強の仕方を教えま
す。予習や復習に取り組むだけでな
く、高校進学の相談にも応じます。
日７月中旬から１年間
　毎週土曜午後２時～５時
　毎週日曜午前９時～正午
場  坂井輪地区(決定時にお知らせ)
人 市・県民税の所得割が課税されてい
ない世帯の小学５・６年生と中学生 
若干名(応募多数の場合、世帯の状
況を考慮して決定)

申 28日（金)までに申込書に必要書類を
添えて西区保護課へ（申込書は西区
保護課、西出張所、黒埼出張所、赤
塚連絡所、中野小屋連絡所、黒埼行
政サービスコーナーの窓口に設置）

問同課(☎025-264-7321)

新潟市ファミリー・サポート・セ
ンター入会説明会
　「ファミサポ」では、子どもの預かり
や送迎を行う子育て支援を行っていま
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。
日７月９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 先着20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）

◆小針青山みんなの映画館
　直接会場へお越しください。
日７月１日（月）午後１時30分から
内人情紙風船（86分）
人先着200人

◆西新潟オープンカレッジ
人各先着30人　　　￥500円
申電話で同館
教養学部「九死に一生！命運を分け

るその時の心構え」
日７月８日（月）午前10時～正午
講田村圭子（新潟大学 教授）
地域学部「御師の活動と新潟について」

日７月11日（木）午後１時30分～３時30分
講山上卓夫（小針の歴史を語る会）　　

◆うちの学びカフェ公開講座
日７月11日（木）午前10時～正午
内 ホントかな、内野のマチの人と動物
のヒストリー

人先着50人
申7月10日(水)までに電話で同館

◆うちのD
で
Eシネマ

　直接会場へお越しください。
日６月20日（木）午後１時30分から
内百万長者と結婚する方法（95分）
人先着80人

◆シニアパソコン教室
日 ７月４日（木）、18日（木）、25日（木）
午後１時30分～３時30分（全３回）

人おおむね55歳以上の人 先着15人
持筆記用具、メモ用紙、ノートパソコン
￥600円（テキスト代）
申 ７月３日（水）までに電話で同館

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

黒埼北部公民館 ☎025-232-0077
〒950-1106　ときめき西4-1-1
ﾒｰﾙ kurosaki.co@city.niigata.lg.jp

動かない、鳴らないなど、壊れた
おもちゃはありませんか？
　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
内壊れたおもちゃの診断と修理
￥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）

新大ライブラリーシネマ
　直接会場へお越しください。
日 ６月25日（火）午後４時40分から
場 新潟大学附属図書館ライブラリー
ホール（五十嵐２の町8050）

　※ 公共交通機関でお越しください
内アヒルと鴨のコインロッカー（110分）
人先着260人
問 新潟大学附属図書館情報サービス係
（☎025-262-6221）

新潟一聴きたい！お金の話～イデ
コって？年金のお話
　直接会場へお越しください。
日 ７月２日（火）午前11時～11時30分
場黒埼健康センター
￥100円
問 にいがたっ子☆スペースくろさき・
脇（niigatakko_space_kurosaki@
yahoo.co.jp）

西新潟中央病院 病院祭
　直接会場へお越しください。
日７月７日（日）午後１時～４時
場同院（真砂１）
内 講演会、健康チェック、バザー、ロ
ビーコンサート、ほか

問同院管理課（☎025-265-3171）

地域の作品ミニ展示会
　直接会場へお越しください。駐車場
は佐潟公園駐車場をご利用ください。
日 ７月８日（月）、９日（火）午前９時
30分～午後２時30分

場 赤塚中学校ボランティア室
　※体育館入口からお入りください
内 掛け軸、書簡、古絵図など
問赤塚中学校地域教育コーディネーター・
太田（☎080-8023-1825）

市民招待セーリング「クルーザーヨッ
トで新潟港・日本海を体験しよう」
日 ８月３日（土）午前10時から、午後
１時から(２時間程度。雨天・強風・
波高１㍍以上などの場合は中止)

場 万代島多目的広場前岸壁（予定）
内 信濃川～新潟港～日本海をクルージ
ング

人 中学生以上 各25人（１グループ４人
程度。応募多数の場合、抽選）

持 動きやすい服装、帽子、飲み物
申 ７月15日（祝）までに、はがきに
全員の住所、氏名、年齢、電話番
号、乗船希望時間を明記し新潟オ
フショアセーリングクラブ（〒950-
0078中央区万代島５ ☎090-5438-
7812）。当選者にのみ案内を発送

新大なんでもスポーツ・プロジェクト
日 ７月22日（月）午前10時15分～午後
０時15分

場 新潟大学教育学部205講義室（五十
嵐２の町8050）

内 講座「安全・安心のためのスポーツ
環境づくり」

講笠巻純一（同大 准教授）
人 主に教員またはスポーツ指導を目指
す学生 先着30人

申 ７月19日（金）までに、メール(nan-
supo@birdie.ed.niigata-u.ac.jp)
で件名に「なんスポＡコース申し込
み」、本文に氏名、年齢、性別、住所、
電話番号またはメールアドレスを明
記し、同大教育学部保健体育スポー
ツ科学講座（☎025-262-7077）

33西区役所だより に し令和元年６月 16日

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７月７日発行です。

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

ひかりおんがく隊「サマーコンサート」
日 7月12日（金）午前10時30分～11時
10分

場 黒埼市民会館
人未就学児と保護者 先着150席
申 29日（土）までに、往復はがきに住
所、氏名、電話番号、子どもの名前
と生年月日、必要席数（１歳半未満
は保護者と同席）を明記し子育て支
援センターほほえみ（〒950-1115
鳥原923 ☎025-379-0045）または
直接同センター

県民介護知識・技術習得講座
日 ７月29日（月）午前10時～午後４時
場 新潟ユニゾンプラザ（中央区上所２）
人先着30人
持 筆記用具、昼食、動きやすい服装、
内履き

申 電話で新潟県社会福祉協議会福祉人
材課（☎025-281-5525）

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

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

公 民 館

プロ野球OB野球教室
問い合わせ 西区 地域課 文化・スポーツ担当（☎025-264-7193）

　元プロ野球選手が直接指導を行い
ます。チームに所属していない、野
球をやってみたいという子どもも大
歓迎です。指導者やファンのみなさ
んもぜひご見学ください。見学は直
接会場へお越しください。

日時　７月６日（土）①午前10時～正午 ②午後１時～４時
会場　 みどりと森の運動公園野球場(雨天時は屋内コート。見学エリアは

スタンド)
講師　 黒江透修(巨人）、広野功（中日ほか）、松沼博久（西武）、
　　　松本匡史（巨人）、鈴木健(西武ほか)
対象　 ①は小学生 30人、 ②は中学生 30人(各回応募多数の場合、抽選)
持ち物 動きやすい服装またはユニフォーム、帽子、グローブ、飲み物、タオル

かんたん申し込み
二次元コード

西区 区長と語る会
問い合わせ　西区 地域課 広報・広聴担当（☎025-264-7180）

「区民が自慢できる西区の実現に向けて」をテーマに、区長との意見交換会
を開催します。直接会場へお越しください。

７月 会 場 時間
９日（火） 黒埼市民会館（鳥原909番地１） 午後２時～４時

16日（火） 内野まちづくりセンター
（内野町413） 午後１時30分～３時30分

24日（水） 西新潟市民会館（小針２） 午後２時～４時

28日（日）※ 西区役所健康センター棟
（寺尾東３ 西区役所となり） 午前10時～正午

  ※国政選挙の投票日によっては変更となる場合があります

収穫祭亀貝米
マイマイ

舞フェス 出店者募集

出店者募集要綱
１区画の面積は1.8㍍×2.7㍍。テントなどが必要な場合はご持参くだ
さい。
日９月21日（土）、22日（日）午前11時～午後７時（雨天決行）
場  ラベストゆうパーク（亀貝1257）
　※雨天の場合はファーマーズ・マーケットいっぺこ～と内（亀貝3066）
人フリーマーケット出店者 100店舗
￥1,500円（１日の出店料、駐車場使用料）
申 ７月31日（水）までにホームページ（右二次元コード）
　からお申込み。同実行委員・佐藤（☎090-4676-5054）

ことしはステージイベントに、「R
リューティスト

YUTist」や特撮ヒーロー「炎の
天狐トチオンガーセブン」が出演。まつりの詳細は今後の本紙でお
知らせします。

申し込み　 24日(月)までに新潟市電子申請サー
ビス「かんたん申し込み」（右二次元
コード）または電話で問い合わせ先。
当選者にのみ28日(金)までに案内
を発送

　亀貝米舞フェスがことしも開
催。ステージイベントや飲食ブー
スなど楽しみいっぱい！今号では
フリーマーケット出店者を募集し
ます。




