
西区自治協議会提案事業「こどもと
おとなのプログラミング体験会」
日�①２月15日（土）②29日（土）午前10
時～午後４時

場�①黒埼南部公民館②内野まちづくり
センター

内�パソコンや電子基板を使ったプログ
ラミング体験

人�小学４年生～６年生と保護者の２人
１組�各24組（応募多数の場合、抽選）

持�筆記用具、昼食
申�開催日７日前までに申
　し込みサイト（右二次元
　コード）から申し込み
問�大人向けプログラミング勉強会事務
局（☎025-262-7475）

◆ パソコンの町医者
日１月14日（火）午後１時30分～４時
場内野まちづくりセンター
内パソコン操作の相談や学習会
人ノートパソコンを持参できる人�先着10人
申10日（金）までに電話で同館

◆おもちゃの病院in小針青山公民館
　直接会場へお越しください。
日１月11日（土）午後０時30分～３時
￥実費負担の場合あり

◆西新潟オープンカレッジ 教養学部
日１月20日（月）午前10時～正午
内會津八一入門
講湯淺健次郎（會津八一記念館�学芸員）
人先着30人
￥500円
申電話で同館

高齢者やその家族の相談窓口
　心配ごとや悩み事の相談を無料で受
けています。
◆一般相談
日�毎週月曜～金曜午前９時～午後５時
(祝日、年末年始を除く)

◆法律相談　※要予約
日�１月６日～27日の毎週月曜午後１
時30分～４時（祝日の場合は翌日）

申�新潟県高齢者総合相談センター (中
央区上所２新潟ユニゾンプラザ、☎
025-285-4165)

◆認知症相談
日�毎週月曜～金曜午前９時～午後５時
(祝日、年末年始を除く)

申�新潟県認知症コールセンター (☎
025-281-2783)

坂井輪地区親善ソフトバレーボール
大会
日�２月16日（日）午前８時30分～午後
４時30分

場西総合スポーツセンター
内混合の部、女子の部
人西区在住または在勤の人
￥１チーム2,000円
持室内運動靴、昼食
申�31日（金）必着で、指定の申込用紙に
必要事項を明記し、郵送で坂井輪地
区ソフトバレーボール協議会・渡辺
（〒950-2055� 西区寺尾上３-９-23�
☎090-2301-7265）

33西区役所だより に し令和元年７月７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１月 19日発行です。

33西区役所だより に し令和２年１月５日

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。

第２回西区教育ミーティング
　区担当教育委員と区自治協議会委員
が、教育に関する意見交換を行いま
す。傍聴を希望する人は直接会場へお
越しください。
日１月28日（火）午後１時15分～２時45分
場西区役所健康センター棟３階大会議室
人先着20人
問�西 区教育支援センター（☎025-
264-7530）

第10回西区自治協議会
　傍聴を希望する人は直接会場へお越
しください。なお、会議の概要や資料
は、区政情報コーナーや西区ホームペ
ージでご覧になれます。未就園児の保
育希望者は、１月14日（火）までにお
問い合わせください。
日１月28日（火）午後３時から
場西区役所健康センター棟３階大会議室
人先着20人
問�西区地域課企画担当（☎025-264-7161）

金巻市民農園利用者募集のお知らせ
　土と触れ合いながら野菜・草花づくり
を楽しんでもらえる、金巻市民農園の
利用者を募集します。

利用条件　�①市内在住②農業者ではな
い③自分で耕作・管理でき
る①～③を全て満たす人。
栽培は野菜・草花のみで、
果樹・花木は不可。また同
時期に、ほかの市民農園と
の複数利用はできません

申�31日（金）必着で、はがき（〒950-2097）
ま た は メ ー ル（nosei.w@city.niigata.
lg.jp)で、「金巻市民農園」、住所、氏名、
電話番号を記入し、西区農政商工課（☎
025-264-7623）。応募は１世帯１通まで。
抽選会の案内を２月４日（火）までに発送

坂井輪図書館協議会 公募委員を募集
　区内の図書館運営に意見を述べる委
員を募集します。年２回程度の会議、
研修会を行います。
任期　令和２年４月１日から２年間
対象　�西区に在住、在勤、在学で、令和

２年４月１日時点で18歳以上の人。
ただし、本市の附属機関などの委員、
本市職員、本市議会議員を除く

募集人数　２人
選考方法　作文および書類審査
応募方法　�２月10日（月）必着で、住所、

氏名、電話番号、生年月日、
応募の動機を記入した用紙
（任意様式）に、「坂井輪図書
館及び西区の図書館に望む
こと」と題した作文（1,200
字以内）を添えて、郵送（〒
950-2055西区寺尾上３-１-
１）またはメール（sakaiwa.
cl@city.niigata.lg.jp)で 坂 井
輪図書館（☎025-260-3242）

お 知 ら せ

お 知 ら せ

公 民 館

催 し

育休ママのための職場復帰準備
セミナー

時間　午前10時～正午
場新潟ユニゾンプラザ（中央区上所２）
人�現在育児休業中で職場復帰の準備
をしている女性�先着20人（保育あ
り、生後6カ月以上の未就園児�先
着15人）

￥3,000円
申�10日（金）までに電話、FAX（025-
285-6630）、メール（npwf@npwf.
jp）のいずれかで、公益財団法
人新潟県女性財団（☎025-285-
6610）

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

 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

問い合わせ　西区�地域課�文化・スポーツ担当（☎025-264-7193）

日時　１月16日（木）午後０時20分～０時50分
会場　西区役所健康センター棟１階
出演　�ｃｏｐａｉｎ（コパン、写真左）、内野うたごえの和合唱団（写真右）

西区役所ミニコンサート ♬ ♪♩

　西区役所を会場に行うコンサート。今回は黒埼南部公民館と西地区公民館
の定期利用団体がウクレレ演奏や合唱を披露します。午後のひと時に音楽を
お楽しみください。

らくらく４色の運動教室
問い合わせ　�西区�地域課�文化・スポーツ担当（☎025-264-7193）

赤 動き続ける
白 身体を支える
青 動きやすい身体
緑 思い通りに動く

講師　身体運動研究会�篠田塾
対象　おおむね50歳以上で市内在住または在勤の人
持ち物　室内運動靴、タオル、飲み物

申し込み　どちらの会場も11日（土）から、
　　　　   新潟市役所コールセンター（☎025-243-4894）

４
色
の
運
動

　運動を４色（種類）に分け、健康維持に役
立つ理論と実践を楽しく、分かりやすく紹
介します。寒い冬も体を動かし、脳を活性
化しましょう。同じ内容（２回１コース）を
２会場で行います。

にいがた未来
ポイント対象事業

「私の佐潟」文化祭 作品募集

　自然や人との関わりなど、佐潟にまつわる作品
を募集します。お寄せいただいた作品は佐潟水鳥・
湿地センターで展示します。

展示期間　２月８日（土）～３月８日（日）
応募規定　�絵、写真、詩歌、書、手芸作品、立体作品
　　　　　１人２点以内、A３サイズ以内
　　　　　※希望者には展示期間終了後、返却します
応募方法　直接同センターへ提出

応募期間 １月9日（木）～31日(金)

問い合わせ　佐潟水鳥・湿地センター（☎025-264-3050）
　　　　　　※月曜休館（祝日の場合は翌日）

●黒埼会場
日時　２月５日（水）、12日（水）
　　　午後２時～３時30分
会場　黒埼地区総合体育館
定員　先着40人
締め切り　１月26日（日）

●コスポ会場
日時　２月21日（金）、28日（金）
　　　午後２時～３時30分
会場　西総合スポーツセンター
定員　先着100人
締め切り　２月９日（日）

金巻市民農園の概要

利用期間 令和２年４月１日から3年間
（１年ごとに更新）

所在地 金巻243番地
区画面積 46.7平方㍍～85.6平方㍍
設備 農具庫、トイレ、駐車場、ほか

募集区画数 56区画（応募多数の場合、抽選）

年間利用料 7,000円～12,840円
（１平方㍍あたり150円）

期日 内容（全３回）
１月24日

金

いよいよ職場復帰！ど
うする、この不安⁈

１月31日 気持ちを伝えるコミュ
ニケーション

２月７日 働き続ける！私のキャ
リアプラン
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金巻市民農園

新潟市西区役所
公式ツイッター

問い合わせ
西区�地域課�広報・広聴担当
(☎025-264-7180)

＠nsk_niigata

　イベントの開催中止情報や区
バスの運休情報など、緊急性の
ある情報を中心に発信します。
ぜひフォローしてください。


