
附属機関などの会議

　次の会議の開催を予定しています。日程など詳しくは
市HPに掲載しています。
▶市HPから 会議の開催予定 検索

障がい者施策審議会　■日３月18日（月）　
■問障がい福祉課（☎025-226-1237）

そのほかの会議

　次の会議の開催を予定しています。詳細や
最新の情報は市HPに掲載しています。
❶農業委員会定例総会　■日２月28日（木）
■問中央農業委員会（☎025-382-4964）
❷選挙管理委員会　■日３月１日（金）　
■問市選挙管理委員会事務局（☎025-226-3343）

附属機関などの委員募集

　詳細や最新の情報は市HPに掲載しています。
▶市HPから 委員の公募 検索

動く市政教室　「大人の工場見学」

　東区の工場を訪ね、本市や東区独自の産業振興の取り
組みについて理解を深め、各工場の地域貢献などについ
て学びます。
■日３月20日（水）９時～16時　コース新潟原動機（株）、東
区役所（昼食）、新潟造船（株）　■定30人　■￥無料　■申３月４日月曜（必着）
までに往復はがき（〒951-8550、広聴相談課）またはメール（kocho@
city.niigata.lg.jp）で基本事項、希望集合場所（市役所分館または新潟駅
南口）、参加者全員（３人まで）の住所・年齢・電話番号を同課（☎025-
226-2098）へ　※応募は１組１通。見学後レポートを提出。筆記用具、
昼食が必要

ご意見・ご提案（パブリックコメント）

　次の内容についてご意見・ご提案を募集しています。詳
細や最新の情報は市HPに掲載しています。
▶市HPから パブリックコメント 検索

食品衛生監視指導計画（素案）　■日２月22日（金）まで
■問食の安全推進課（☎025-212-8223）
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市政参画コーナー

記号のみかたなどは１面参照

20日（ 水 ）か ら メ ー ル（nha@
niceshot.jp）で基本事項（希望日は
複数記載可）、参加者の年齢（学年）、
保護者氏名を市アイスホッケー協会
へ　■問同施設（☎025-288-1234）
未経験クラス　■対就学前の経験者、
４歳～小学生　※保護者も参加可　
経験者クラス　■対小学生
黒埼図書館（西区金巻） 
絵本サロン
ディック・ブルーナの絵本について
語り合う　■日３月８日（金）10時半～
12時　■￥ 無料　■問 同館（ ☎025-
377-5300）
西蒲区
北国街道まち歩き
❶山岳信仰修

しゅげん

験の地巡り　石瀬地区、
弥彦神社、じょんのび館、いちご狩
り　■日３月11日（月）・16日（土）８時
～17時　■集■解新潟駅南口、西川出張
所　■定各日25人　■￥4,000円
❷萬

まん ぷ く じ

福寺とミズバショウ巡り　※じょ
んのび館での昼食・入浴あり　■日３
月29日（金）９時～13時　■集■解同館
（西蒲区福井）　■定15人　■￥2,500円
■申❶は２月26日（火）まで、❷は３月
１日（金）までに、はがきに基本事項、
参加者全員の年齢・電話番号（❶は希
望集合・解散場所も）を記載し、
〒953-8666（住所不要）、西蒲区役
所産業観光課（☎0256-72-8454）へ　
※各必着
坂井輪図書館（西区寺尾上３） 
読書会
■日３月13日（水）10時～12時　テー
マ「蒲

ふ と ん

団・重
じ ゅ う え も ん

右衛門の最後」田
た や ま

山花
か た い

袋
著　■￥ 無料　■問同館（☎025-260-
3242）
豊栄図書館（北区東栄町１） 
大人のためのおはなし会
各国の昔話などを聞く　■日３月16日
（土）15時～16時半　■対中学生以上　
■定先着30人　■￥ 無料　■問同館（☎
025-387-1123）
市民総合体育祭
■問市スポーツ協会（☎025-266-
8250）
スキー　■日３月17日（日）８時半から　
■場大原スキー場（魚沼市）　■対小学生
以上　■定 先着150人　■￥2,000円　
※高校生以下無料　■申 ２月20日
（水）から所定の申込用紙と参加費を
石井スポーツ新潟店へ　※申込用紙
は同協会HPに掲載
バスケットボール　■日４月14日～５
月26日の日曜８時～19時　■場横越
総合体育館（江南区いぶき野１）、ほ
か　■対本市在住・在勤の人で構成す
るチーム（高校生以下不可）　■￥１
チーム4,000円　■申３月８日（金）まで
に所定の申込用紙をスポーツショッ
プ（株）ファイブへ　※申込用紙は市
バスケットボール協会HPに掲載
古町芸

げい

妓
ぎ

育成支援事業
成果発表会「華つなぐ道」
舞踊や長唄、演奏の披露　■日３月29
日（金）14時～15時半　■場りゅーと
ぴあ（中央区一番堀通町）　■定100人　
■￥無料　■申３月15日金曜（必着）ま
でに、往復はがきに基本事項を記載
し、〒951-8068、中央区上大川前

チャイルドシート親子勉強会
チャイルドシートの取り付け方指導、
子ども交通安全DVDの上映、ほか　
■日３月２日（土）10時半～11時半　
■場こども創造センター（中央区清五
郎）　■対就学前児と保護者　■￥無料　
■問市民生活課（025-226-1113）
ほんぽーと中央図書館
（中央区明石２）　上映会
■定各回先着80人　■￥無料　■問同館
（☎025-246-7700）
子どもシアター　一寸法師など６作
品を上映　■日３月２日（土）10時半～
11時半　
劇場版「深夜食堂」　■日３月13日（水）
10時半、13時半　※各２時間　
いくとぴあ食花（中央区清五郎） 
春花・舞花
越後姫シールラリー、ミニコンサー
ト、おひなさま工作、ほか　■日３月
３日（日）９時～16時　■￥無料　※詳
しくは同施設HPに掲載　■問同施設
情報館（☎025-384-8732）
アクアパークにいがた（西区笠木） 
３月のイベント
■￥入館料　■問同施設（☎025-264-
6400）
お菓子つかみ取り　■日３日（日）10
時　■対小学生以下　■定先着50人　
ガラポン大会　■日21日（祝）11時

～15時　■対小学生以下　■定先着
100人（10時から参加券配布）　
おもちゃ病院　■日24日（日）10時～
14時　※精密電子機器は不可。別途
要部品代実費
市民プラザ（NEXT21・６階） 
誰でも自由にピアノが弾ける日
■日３月４日（月）・５日（火）・25日（月）
～28日（木）９時～20時　■定各日先
着22組　■￥30分500円　■申２月20
日（水）９時から電話で同施設（☎
025-226-5500）
市児童センター（万代市民会館内） 
３月の催し
■申２月21日（木）13時から電話で同
センター（☎025-246-7715）
❶ママのためのエクササイズ　■日７
日（木）10時半～11時　■定先着12組　
❷折り紙建築　■日10日（日）13時半
～15時半　■定先着８人　
❸ベビータッチング　■日12日（火）10
時半～12時　■定先着12組　
❹将棋教室　■日16日（土）13時半～
15時　■定先着20人　
❺ギター教室　■日23日（土）10時半
～12時　■定先着10人　
❻大きな紙芝居　■日26日（火）14時
～15時　■定先着40人
■対❶乳幼児と保護者❷小学３年生以
上❸平成30年10～12月生まれの子
と親❹❺小学生　■￥❶❹❺❻無料❷
250円❸200円　
※このほか本冊５面にも催しを掲載
ジュニアアイスホッケー体験

■日３月９日・23
日（土）18時15分
～ 19 時 15 分　
■場新潟アサヒア
レックスアイスアリーナ（中央区鐘
木）　■定各日各クラス先着20人　
■￥500円（保護者1,000円）　■申２月

障がい者多数雇用事業者優遇制度
31年度登録事業者を募集
　同制度へ登録することで本市の物
品購入や業務委託で優先的に取り扱
われます。　■対本市に本店・支店が
あり、難治性疾患患者などを含む障
がい者の雇用率が4.4％以上で２人
以上雇用している事業者　受付開始
日３月１日（金）　※詳しくは市HPに
掲載　■問障がい福祉課（☎025-226-
1249）
フラワーパートナーを募集
　まちなかのプランターに草花を植
栽して管理する「フラワーパート
ナー」を募集します。プランターには
団体名を掲示し、イメージアップに
つなげます。　■対本市に事業所があ
り、２人以上で構成する事業者・団体
■問公園水辺課（☎025-226-3065）
新潟ＩＰＣ財団
中小企業者向け支援事業説明会
技術開発や新商品開発、販路拡大な
どについて支援事業を紹介　■日２月
21日（木）14時～15時半　■場新潟ユ
ニゾンプラザ（中央区上所２）　■定先
着100人　■申同財団HPから申し込
み　■問同財団ビジネス支援センター
（☎025-226-0550）

通７-1169、新潟商工会議所内古町
芸妓育成支援協議会へ　■問観光政策
課（☎025-226-2608）
子育て世帯向け
HAPPYターン交流会
■日 ３ 月17日（ 日 ）10時 ～12時　
■場Blue Cafe（中央区上大川前通７）　
■対本市に移住した人　■定先着20人　
■￥500円（１ドリンク付）　■申２月20
日（水）から移住・定住情報サイト
「HAPPYターン」で申し込み　■問新潟
暮らし奨励課（☎025-226-2149）

事業者向け
食文化創造都市
推進プロジェクトに助成
■対2020年２月28日までに実施報告
書を提出できる、本市の食文化の活
性化につながる事業　助成額対象経
費の全額（上限30万円）　※過去に
同助成を受けたことがある場合、助
成・上限額は異なる　■申４月15日
（月）までに所定の申請書類を食と花
の推進課（市役所白山浦庁舎☎025-
226-1802）へ　
※対象要件、支援内容、申請書類な
ど詳しくは食文化創造都市推進会議
HPに掲載

申し込みのときに記載する基本事項　催し名、希望の回(複数回実施する場合のみ)、参加者全員の氏名・ふりがな　※代表者は氏名の前に◎を付け、郵便番号・住所・電話番号も記載
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