
ター（中央区清五郎）　■￥無料
消防訓練　救出訓練、消防車の一斉
放水、ほか　■時８時15分～同45分
■問中央消防署（☎025-288-3119）
広報イベント　濃煙体験、車両展示、
ほか　■時９時～11時半　■問消防局
予防課（☎025-288-3230）
■火災に注意
　ストーブの誤った取り扱いによる
火災が多発しています。❶ストーブ
の周りには燃えやすい物を置かない
❷近くで洗濯物を干さない❸給油の
ときは必ず火を消すなど、取り扱い
に注意してください。
新潟テルサ（中央区鐘木） 
フィットネスセンター無料開放
■日３月21日（祝）９時～19時　対象
設備トレーニングルーム、プール、風
呂、サウナ　■対中学生を除く15歳以
上　■問同施設（☎025-281-1889）
平成30年度文化芸術基盤整備
促進支援事業　活動報告会
■日 ３月23日（土）15時～16時半　
■場市役所分館１-106会議室　■￥無
料　■問アーツカウンシル新潟（☎
025-234-4530）
新潟ジュニアジャズオーケストラ
スプリングコンサート
■日３月24日（日）14時半～15時半　
曲目イン・ザ・ムード、Ａ列車で行こ
う、ほか　■場東区プラザ（東区下木戸
１）　■定先着250人　■￥無料　■問文
化政策課（☎025-226-2563）
動物愛護センターの催し
■￥無料　■問同センター（中央区清五
郎☎025-288-0017）
老齢期の犬・猫の飼い主交流会　
■日３月24日（日）15時～17時　■対中
学生以上　■定24人　■申 ３月22日
（金）までに電話で同センター
犬の飼い方相談会　■日４月２日（火）
13時～14時　■定先着５人　※犬の
同伴可。１人15分まで　■申３月20日
（水）９時から電話で同センター
犬と猫の譲渡会　■日犬…４月６日
（土）・15日・22日（月）・27日（土）
13時～15時▷猫…４月７日（日）・
11日（木）・20日（土）・25日（木）13
時～14時半　※過去１年間に譲渡
前講習を受講した人は猫は13時半か
ら、犬は14時から　■申開催日前日の
17時までに所定の申込書を同セン
ターへ　※申込書は申込先、区役所
区民生活課（中央区は窓口サービス
課）で配布。市HPにも掲載。譲渡対
象動物がいない場合は譲渡前講習の
み開催
信濃川サケ稚魚の放流祭
■日３月31日（日）10時～11時　■場信
濃川やすらぎ堤右岸（NST新潟総合
テレビ本社前）　■￥無料　■問農村整
備・水産課（☎025-226-1849）

セージ作り　■日23日（木）　❹ドライ
フルーツ入りバタール作り　■日25日
（土）　❺こうじ作り　■日28日（火）　
❻みそ作り　■日31日（金）
■定各先着10人（❺先着８人）　■￥各
2,000円（❸1,500円）
ゆりかご学級

赤ちゃんのいる暮らしなどをテーマ
に、子育てについて学ぶ　※全５回　
■時10時～12時　■対平成30年10～
12月生まれの子の保護者　■定各会
場30人　※応募多数の場合初めて
の人を優先。保育あり（各会場20人）　
■￥無料　■申３月27日（水）までに電話
で市役所コールセンター（☎025-
243-4894）　■問各会場
東地区公民館（中央区蒲原町☎025-
241-4119）　■日５月14日～６月25
日の火曜　石山地区公民館（東区石
山１☎025-250-2930）　■日５月15
日～６月12日の水曜　新津地区公
民館（秋葉区新津東町２☎0250-22-
9666）　■日５月15日～６月12日の
水曜　曽野木地区公民館（江南区天
野２☎025-280-6810）　■日５月16
日～６月13日の木曜　北地区公民
館（北区松浜１☎025-387-1761）　
■日５月17日～６月14日の金曜　西
地区公民館（ 西区内野町☎025-
261-0031）　■日５月21日～６月18
日の火曜　黒埼地区公民館（西区鳥
原☎025-377-1420）　■日５月24日
～６月21日の金曜
消防局（中央区鐘木）
防火・防災管理講習会
■対本市在住・在勤で、防火または防
災管理者に選任予定の人　■申４月８
日（月）から所定の申込書を各消防署、
消防出張所へ　※申込書は申込先で
配布　■問消防局予防課（☎025-288-
3230）
❶防災新規　■日５月20日（月）９時
10分～17時・21日（火）９時半～16
時20分　※全２回　■￥6,000円　❷
甲種新規　■日７月25日（木）９時45
分～17時・26日（金）10時～16時、
８月22日（木）９時45分～17時・23
日（金）10時～16時　※各全２回　
■￥3,800円　❸防災再　■日８月６日
（火）13時半～17時　■￥2,200円
■定❶❷各先着100人❸先着50人

催し物
巻・岩室温泉郷
観光写真コンテスト入賞作品展
■日３月31日（日）まで９時～19時　
※20日（水）休館　■場岩室観光施設
いわむろや（西蒲区岩室温泉）　■￥無
料　■問同施設（☎0256-82-1066）
４/１～７　春の火災予防運動
関連イベントを開催
■日３月21日（祝）　■場食育・花育セン

野菜　■日５月４日（祝）～８月（全６
回）　❻枝豆（夏）　■日５月５日（祝）～
８月（全８回）　❼ナス、大根などの
健康野菜　■日５月６日（振休）～11月
（全14回）　❽コシヒカリ　■日５月
11日（土）～９月（全２回）　❾アス
ターなどのお盆花　■日５月19日（日）
～８月（全５回）　10枝豆（秋）　■日５
月25日（土）～10月（全８回）　11探
検収穫（夏野菜）　■日６月８日（土）～
８月（全３回）　12探検収穫（夏秋野
菜）　■日６月８日（土）～11月（全６回）
■定各先着15組（❹❺❻❽❾10各先着
20組）　■￥各2,700円（❷3,500円❼
4,400円❽11各2,200円124,000
円）　※３コース以上申し込みの場
合、各コース200円引き
市児童センター（万代市民会館内） 
将棋教室
■日 ４月20日（土）13時半～15時　
■対小学生　■定先着20人　■￥ 無料　
■申３月21日（祝）13時から電話で同
センター（☎025-246-7715）
※このほか本冊５面にも催しを掲載
秋葉区文化会館（秋葉区新栄町） 
親子ふれあいリトミック
■日４月23日～６月25日、７月９日～
９月17日、10月８日～12月17日　
※各火・土曜全６回　■対３歳未満の
子 と 保 護 者　■定 各 先 着 20 組　
■￥4,800円　■申３月20日（水）９時か
ら電話で同館（☎0250-25-3301）　
※４月16日（火）に体験会を開催
（■￥500円、要申し込み）
独り歩きができる子向け　■時10時～
同40分　首が据わった子向け　
■時11時～同40分
西区金巻地内農業体験教室
食と農の学校　入門コース
枝豆などの栽培技術の基本を学ぶ　
■日４月25日～９月26日（木曜全６
回）９時～12時　■集■解黒埼南部公民
館（西区黒鳥）　■対18歳以上で開催
日以外にも野菜の管理ができる人　
■定20人　■￥3,000円　■申４月15日
月曜（必着）までに、はがきに基本事
項を記載し、〒950-2097（住所不
要）、西区役所農政商工課（☎025-
264-7623）へ　※当選者のみ４月
17日までに案内を発送
食品加工支援センター
（南区東笠巻新田）　５月の講座
■時13時～16時　■申３月20日（水）９
時から電話で同センター（☎025-
378-2158）
❶草餅作り　■日11日（土）　❷バター
ロール作り　■日18日（土）　❸ソー

ら電話で同館（☎025-241-4600）
♣ 西総合スポーツセンター
産後ママヨガ
■日４月９日～５月21日（火曜全６回）
10時15分、11時半　 ※各45分　
■対産後１年未満の子と母親　■定各先
着15組　■￥3,000円　■申３月20日
（水）13時半から電話で同センター
（西区五十嵐１☎025-268-6400）
鳥屋野運動公園球技場・
野球場の講座（中央区女池南３）
■問同公園（☎025-283-5855）
❶ わいわいちびっこフィールド　
■日４月10日・24日、５月22日（水）
10時～11時半　■対就学前児と保護
者　❷親向けキャッチボール教室　
■日４月13日（土）10時～11時　■対20
歳以上　❸女性初心者向けサッカー
教室　■日４月15日～６月17日の月
曜10時～11時　■対中学生を除く15
歳以上の女性　❹青空いきいき健康
教室　■日４月18日～６月６日の木曜
10時～11時　■対50歳以上
■定❷❸20人❹50人　※各回先着　
■￥❶各回200円❷❸各回500円❹各
回300円　■申❷❸❹３月20日（水）
９時から電話で同公園
坂井輪図書館（西区寺尾上３） 
読書会
■日４月10日（水）10時～12時　テー
マ「月

つきしま

島慕
ぼじょう

情」浅田次郎著　■￥無料　
■問同館（☎025-260-3242）
♣みどりと森の運動公園（西区板井） 
ノルディックウオーキングセミナー
■対中学生を除く15歳以上　■問同公
園（☎025-379-3766）
初心者　■日４月12日（金）・14日（日）
13時～15時半　■定各日先着20人　
■￥500円　■申３月20日（水）９時から
電話で同公園　経験者　■日４月12
日（金）・14日（日）・19日・26日（金）
14時～15時半　■￥200円　※専用
ポールの貸し出しあり（■定先着20人、
■￥400円、要申し込み）
中之口農業体験公園（西蒲区東小吉） 
花・野菜の育て方教室
■対本市在住で農業者以外の世帯　
■申３月21日（祝）９時から電話で同公
園（☎025-375-2505）
❶ユリとチューリップ（夏）　■日４月
13日（土）～８月（全４回）　❷ユリと
チューリップ（年間）　■日４月13日
（土）～12月（全９回）　❸トマト、ナ
スなどの畝

うね

管理野菜　■日４月14日
（日）～８月（全10回）　❹イモ類ほか　
■日４月21日（日）～11月（全７回）　
❺スイカ、スイートコーンなどの夏

記号のみかたなどは１面参照

４月以降の事業の実施は平成31年度予算議案の議決が前提となります。

市
内
の
イ
ベ
ン
ト
情
報
は

　公民館、区役所地域総務課(東・中央・西区は地域課)で配布していま
す。今年度から区役所だよりでの掲載はありません。　
※市HPにも掲載。サークルへの問い合わせは各代表へ
■問中央公民館（☎025-224-2088）

新潟市公民館サークル・団体 検索

公民館サークル会員募集　一覧を配布中

　状況により、岸壁の開放時間を変更または中止
する場合があります。最新の情報は市HPで確認し
てください。　※市主催の船内見学会はありません。
各離岸時には敬和学園高校「Jazz Hornets」の演奏
などあり　
■場新潟東港南ふ頭（木材岸壁）　■問国際・広域観光課（☎025-226-2614）

大型クルーズ船が寄港
岸壁を一般開放

スマート
フォンは
こちらから

船 名 ４月 岸壁開放 着岸 離岸
ダイヤモンド・プリンセス 14（日）８:00～19:00 ９:00 18:00
クァンタム・オブ・ザ・シーズ 30（祝）９:30～19:30 10:30 18:30

スマートフォン
はこちらから
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