
◆韓国の旧正月　■日１月26日（土）11
時～14時　■定先着50人　■￥1,000円
◆春節を祝う会　■日２月２日（土）13
時～15時　■定先着70人　■￥1,500
円（中学生以下無料）　
■申◆は１月９日（水）９時から電話で
同協会
■市民団体の国際活動に補助　
■対４月１日～９月30日に行う国際交
流・協力、多文化共生に関する活動　
補助額対象経費の２分の１以内（上
限15万円）　■申２月15日（金）までに
所定の申込書を同協会へ　※申込書
は同協会で配布するほか、同協会HP
にも掲載
新潟ジャズストリート
古町、音楽文化会館など27会場で
162組836人が演奏　■日１月19日
（土）12時～23時　共通１日券
1,000円　※中学生以下無料。１日
券は各会場などで販売。詳しくは公
共施設に設置のチラシや新潟ジャズ
ストリート公式HPに掲載　■問文化政
策課（☎025-226-2563）
留学生にいがた発見コンテスト
観覧者募集　
■日１月19日（土）13時～16時　■場ク
ロスパルにいがた（中央区礎町通３）　
■定先着50人　■￥無料　■申１月９日
（水）９時から電話で国際課（☎025-
226-1678）
西新潟市民会館（西区小針２） 
市民呈茶
■日１月20日（日）10時～16時　呈茶
券500円（小川流煎茶）　■問同館（☎
025-230-1071）
天寿園の催し（中央区清五郎）
■問同施設（☎025-286-1717）
定期コンサート　■￥無料
❶１月20日（日）13時半～15時半　
出演齋藤あゆみ・ゆかいなフレンズ　
曲目お祭りマンボ、ほか　
❷２月３日（日）13時～16時　出演
オーシャンズ、ほか　曲目やさしさ
に包まれたなら、ほか　
抱っこでダンス　■日１月23日（水）

10時半～11時半　■対首が据わった
生後４カ月～１歳半の子と母親　
■定先着20組　■￥500円　■申１月９
日（水）10時から電話で同施設

誰でも自由にピアノが弾ける日
■日１月25日（金）～27日（日）９時～
20時　■定各日先着22組　■￥30分
500円　■申１月９日（水）９時から電
話で同施設
新潟アサヒアレックスアイス
アリーナ　ニューイヤーアイス
氷上のサイエンスショー、カーリン
グゲーム、ほか　■日１月13日（日）10
時～18時　■場同施設（中央区鐘木）　
■￥滑走券　※催しにより別途参加費
（１回100円）が必要　■問スポーツ振
興課（☎025-226-2591）
大人向け社会見学バスツアー
■日 １月16日（水）13時半～17時　
■集■解新潟ユニゾンプラザ（中央区上
所２）　見学先（株）アークベル　■対ハ
ローワークを利用していない39歳以
下 の 人　■定 先着20人　■￥ 無料　
■申１月９日（水）９時半から電話で
（株）エム・エスオフィス（☎0258-
30-1230）　■問雇用政策課（☎025-
226-1642）
けんこう広場ROSAぴあの催し
（中央区西堀前通６）　
■￥無料　■問健康増進課（☎025-212-
8166）
骨密度測定　■日１月17日（木）10時、
11時、13時、14時（各回１時間）　
■対本市在住の18歳以上で今年度測
定していない人　■定各回先着15人　
■申１月10日（木）から電話で市役所
コールセンター（☎025-243-4894）
♣糖尿病ミニ講座　合併症、歯周病、
賢い外食の取り方について専門医ら
が語る　■日１月27日（日）13時半～
15時15分　■定先着30人　■申１月９
日（水）８時半から電話で同課
国際友好会館の催し
（中央区礎町通３）

■問国際交流協会（025-225-2727）
国際交流員とのおしゃべり　■時14時
～15時　■￥無料　
❶１月17日（木）・中国のお茶文化
❷１月24日（木）・ロシアのことわざ
❸２月７日（木）・フランスの都市緑
化の取り組み
❹２月19日（火）・韓国の健康法
❺３月12日（火）・アメリカ人が紹介
するL
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要。詳しくは消防局ＨＰに掲載
普通救命（３時間）　■定各先着30人
❶13日（水）９時　■場西蒲消防署
❷16日（土）９時　■場中央消防署
❸17日（日）９時　■場江南消防署
❹20日（水）13時半　■場東消防署
❺23日（土）９時　■場西消防署
スポーツ指導者講習会
■日２月27日（水）13時半～16時45分　
■場陸上競技場（中央区一番堀通町）　
■対公共体育施設で指導を行う人　
■定30人　■￥3,000円　■申２月13日
（水）までにメール（sports@niigata-
kaikou.jp）で件名を「スポーツ指導
者講習会」とし、基本事項、性別、所
属（資格がある場合は資格名、登録番
号も）を開発公社スポーツプロモー
ション課（☎025-265-6735）へ　
※受講可否は２月14日に連絡

催し物
♣鳥屋野総合体育館の催し

（中央区神道寺南２）

■問同館（025-241-4600）
親子遊び広場　■日１月11日（金）10
時半～11時半　■対幼児と保護者　
■￥１組300円　産後ママヨガ　■日１
月28日～３月11日（月曜全６回）10
時半～11時15分　■対産後１年未満
の 人　■定 先着 40人　■￥2,400 円　
■申１月11日（金）13時半から電話で
同館　親子ヨガ　■日２月１日～３月
８日（金曜全６回）10時15分、11時
半　※各45分　■対１～３歳の子と親　
■定 各 回 先 着 10 人　■￥  3,000 円　
■申１月16日（水）10時から電話で同館
まちなかステージ「よろっto
ローサ」　１月のイベント
■￥無料　■問同施設（中央区西堀前通
６☎025-378-1137）　
大人のストレッチ　■日12日（土）11
時～12時
お 笑 い ラ イ ブ　 出演BlackList　
■日12日（土）17時～18時
三味線民謡ライブ　■日14日（祝）13
時～14時
市民プラザの催し（NEXT21・６階）
■問同施設（☎025-226-5500）
新春・和楽祭　■日１月12日（土）13
時半～15時　■￥100円　

❻亀田市民会館　■日15日（金）
❼内野まちづくりセンター　■日19日
（火）
❽新津健康センター　■日21日（木）
❾総合福祉会館　■日22日（金）
■定各40人（❹❽は各50人、❻は60人）　
※各先着
いくとぴあ食花（中央区清五郎） 
食育・花育センター　２月の講座
■問同センター（☎025-
282-4181）　※各定員
あり。当選者のみ１月31
日までに案内を発送。催しについて
詳しくは同施設HPに掲載
♣料理教室　■申１月25日（金）までに
電話で同教室受付（☎025-282-4189）
ひな祭りの懐石　■日７日（木）10時半
～14時　■￥1,500円
バレンタインチョコマフィン　■日９
日（土）10時半、14時（各１時間半）　
■対親子　■￥1,200円
時短料理　■日13日（水）10時半～14
時　■￥1,300円
冬菜のクリーム焼き　■日17日（日）
10時半～11時半　■対親子（乳幼児の
同伴可）　■￥1,000円
スリランカ料理　■日20日（水）10時
半～14時　■￥  2,000円
園芸講座　■申１月25日（金）までに基
本事項をFAX（025-282-4987）で
同センターへ
バラの接ぎ木　■日13日（水）13時半
～15時　■￥  1,000円
クリスマスローズ　■日16日（土）10
時半～12時　■￥500円
ひな祭りプリザーブドフラワー　
■日16日（土）13時半～15時　■￥2,500円
柿の剪定講座　■日２月18日（月）10
時半、13時半（各１時間）　■￥無料
２月の応急手当講習会
心肺蘇生法、AED使用法、窒息の対
処法、ほか　■対10歳以上　■￥無料　
■申１月９日（水）から電話で市役所
コールセンター（☎025-243-4894）　
■問消防局救急課（☎025-288-3260）
救命入門（１時間半）　■日９日（土）10
時　■場秋葉消防署　■定先着30人
実技救命（２時間）　■日20日（水）９時　
■場救急ステーション　■定先着24人　
※事前に応急手当ＷＥＢの受講が必
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新たな門出を祝い
１/13日　朱鷺メッセで成人式

　成人式を１月13日
（日）に開催します。対象
は平成10年４月２日～
11年４月１日に生まれ
た人です。進学や就職で
本市を離れているなど、
案内状がない人も参加できます。
　例年、会場周辺は送迎車両などで渋滞します。でき
るだけ公共交通機関を利用し、早めに出掛けましょう。
　なお、飲酒した人の入場や酒類・進行の妨げになる
物の持ち込みはできません。
■場朱鷺メッセ展示ホール（中央区万代島）
■時14時～同45分（13時開場。プレイベントあり）
■問市役所コールセンター（☎025-243-4894）、地域教
育推進課（☎025-226-3232）

交通の案内
■バス
【行き】 新潟駅万代口バスターミナル３番線から佐渡汽船行き（万代シテイ経由）に乗車し

「朱鷺メッセ」バス停で下車　※11時５分～13時45分の間は10～15分間隔で運行
【帰り】新潟駅前行き　※式典終了後から１時間は10分間隔で運行
■水上バス（万代シテイ～萬代橋西詰～朱鷺メッセ間で運行）
【行き】万代シテイ発…11時15分～12時15分まで20分間隔で運行　
※11時00分便のみ県庁前から。帰りの運行なし
■自動車で送迎の場合
・会場周辺の道路は駐停車禁止です
・送りの車両は、送り専用降車場を利用して
ください
・式典開始後は送り専用降車場を閉鎖します。
周辺駐車場などを利用してください
・自家用車利用者は周辺駐車場などに駐車し
てください（万代島駐車場は最初の１時間無料）　

マリンピア日本海　新成人を無料招待
■日きょう６日～１月20日（日）　■対新成人とその同行者１人　
※右の二次元コード読み取り先のクーポン券と身分証明書の提示が必要
■問同施設（中央区西船見町☎025-222-7500）
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自家用車

送り専用降車場
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