
北区郷土博物館（北区嘉山） 　
昭和のくらし展　５/19まで会期延長
■時９時～17時　※４月29日、５月６
日を除く月曜、５月７日（火）休館。４
月27日（土）13時から展示解説を実
施　■￥ 無料　■問同館（☎025-386-
1081）
みなとオアシスS

シ ー

ea級グルメ
北陸大会・日本海物産展
■日４月10日（水）～15日
（月）10時～19時　※15日
は17時まで　■場新潟三越
（中央区西堀通５）　■￥ 入場無料　
■問港湾空港課（☎025-226-2739）
国際友好会館の催し（中央区礎町通３）
■￥無料　■問国際交流協会（☎025-
225-2727）
国際交流員とおしゃべり　■時14時～
15時　■日❶４月11日（木）・フランス
での日本文化の影響❷４月23日
（火）・韓国の教育事業❸５月14日
（火）・アメリカの家屋❹５月23日
（木）・中国の地理と自然および観光
事情❺６月11日（火）・韓国のことわ
ざ❻６月20日（木）・ロシアの紅茶の
歴史と文化　高校生留学説明会　体
験談、奨学金の紹介、ほか　■日４月
27日、６月15日（土）13時半～15時
蔵の宿「菱風荘」（北区前新田） 
４月の催し
■問同施設（☎025-388-5314）
福島潟菜の花・S

さ く ら

AKURAウオーク　
■日13日（ 土 ）11時半 ～12時半　
■￥500円　豆のおかずとお花見弁当
作り　■日21日（ 日）10時 ～13時　
■定先着15人　■￥900円　■申４月10
日（水）10時から電話で同施設　蔵ま
つり　工作体験、バンドコンサート、
豚汁、ほか　■日27日（土）10時半～
15時　■￥入場無料
中之口先人館（西蒲区中之口）
「わたしの尾瀬」写真展
同フォトコンテストの入賞作品とパ
ネルを展示　■日４月16日（火）～25
日（木）９時～16時半　※22日（月）
休館　■￥無料　■問同館（☎025-375-
1112）
まちなかステージ「よろっto
ローサ」　４月のイベント
■￥無料　■問同施設（中央区西堀前通
６☎025-378-1137）
ストレッチ教室　■日16日（火）14時
～15時　映画トーク　■日19日（金）
13時～14時　ピアノ弾き語りライ
ブ　■日21日（日）15時～16時
こども創造センター（中央区清五郎） 
５月の催し
　◆弦楽器コンサート
（■日３日（祝））、はじめての
木
もく

育
い く

（■日22日（水））、親子
チアダンス（■日26日（日））などの催し
を行います。　※各定員あり　■申◆
は４月10日（水）９時から（先着）、そ
のほかは４月17日（水）までに電話で
同センター（☎025-281-3715）　
※◆以外の当選者は４月21日（日）９
時からいくとぴあ食花HPに掲載。こ
のほかにも催しを実施。各催しの時
間・対象・参加費など詳しくは同施
設HPに掲載

にいがた市民大学
2019年度の受講生を募集
■場クロスパルにいがた（中央区礎町通
３）、ほか　■対本市在住・在勤・在学の
人　■定各85人　■￥各１万円（29歳以
下の学生は5,000円）　■申５月７日
（火）までに所定の申込書を生涯学習
センター（☎025-224-2088）へ　※募
集案内・申込書は市役所本館案内、
区役所、出張所、公民館などで配布、
市HPにも掲載。2020年度に開催す
る市民提案講座のアイデアも募集
❶日本酒学への招待　■日６月４日～
８月６日（火）　
❷農と食で地域をプロデュース　
■日６月５日～８月28日（水）　
❸多様な地域・家族の形から子育て支
援を学ぶ　■日６月７日～10月４日（金）
❹人生の質を高める知恵　■日６月８
日～９月14日（土）　
❺♣食事・運動・休養により健康寿
命を延ばす　■日６月13日～９月26
日（木）　
※各全10回　■時19時～21時（❹14
時～16時）
■入学式で公開講演会を開催
　日本文学研究者
のロバート キャン
ベルさんが、江戸～
明治時代の文学作
品を通して「楽に生
きること」について語ります。
■日６月１日（土）14時～16時　■場市
民プラザ（NEXT21・６階）　■定100
人　■￥1,000円　■申４月21日（日）ま
でに電話（☎025-243-4894）または
FAX（025-244-4894）で基本事項
を市役所コールセンターへ　※今年
度の受講生は講座申し込み時に受け
付け（■￥無料）。手話・要約筆記あり

催し物
パネル展「私たちの暮らしと憲法」
■日５月９日（木）まで10時～20時（日
曜、祝日は17時まで）　※４月12日
（金）、５月１日（祝）休館　■場ほんぽー
と中央図書館（中央区明石２）　■￥無
料　■問総務課（☎025-226-2409）
砂丘館の催し（中央区西大畑町）
■問同館（☎025-222-2676）　※４月
29日、５月６日を除く月曜、５月７
日（火）休館
❶加藤啓

けい

人形展　■日５月19日（日）
まで９時～21時　❷千野秀一・加藤
啓音楽付き人形パフォーマンス　
■日４月21日（日）15時～16時　❸丸
山商店の漆器展　■日４月26日（金）
～６月２日（日）９時～21時　❹加藤
啓・坂

さか

内
うち

文
ぶん

應
のう

ギャラリートークと人
形パフォーマンス　■日５月11日（土）
15時～17時15分　❺宮本尚

なお
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ギターライブ　■日５月21日
（火）19時～20時半　❻薫

くん ぷ う の お と

風之音ラ
イブ　■日５月26日（日）13時～15時　
■対小学生以上
■定❷30人❺20人❻40人　※各先着　
■￥❶❸無料❷2,000円❹1,000円❺
1,500円❻一般2,000円、小学生
1,000円（茶菓子付き）　■申❷❺❻４
月10日（水）９時から電話で同館

字初心者　■定先着15人　■￥3,000
円　■申４月10日（水）17時から電話
でNPO法人点訳グループ新潟点

てん

燈
とう

虫
むし

・齋藤（☎025-387-6580）　■問障
がい福祉課（☎025-226-1238）
いくとぴあ食花（中央区清五郎）
食育・花育センター　５月の講座
■問同センター（☎025-282-4181）　
※各定員あり。当選者のみ５月２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４月25日（木）までに
電話で同教室受付（☎025-282-4189）
❶フレンチ　■日16日（木）10時半　
■￥1,500円　❷ わっぱ飯　■日19日
（日）10時半　■対５歳～小学生の親子　
■￥2,200円　❸ちょい塩料理　■日20
日（月）10時半　■￥1,400円　❹
キッズの一汁二菜　■日26日（日）10
時半　■対４・５歳　■￥2,000円
園芸講座　■申４月25日（木）までに
FAX（025-282-4987）で基本事項
を同センターへ
❺生花アレンジ　■日３日（祝）　❻カ
レイドフレームプリザーブドフラワー　
■日３日（祝）　❼多肉植物とサボテン　
■日10日（金）　❽プランターでミニト
マト　■日15日（水）　❾庭のデザイン　
■日18日（土）　10寄せ植え　■日24日（金）
■時13時半（❺❽10時半）　※各１時
間～１時間半　■￥❺❻2,500円❼無
料❽1,500円❾300円102,000円
手話奉仕員養成講習会　入門編
■日５月22日～12月18日（水曜全30
回）　■場総合福祉会館（中央区八千代
１）　■対 高校生以上　■￥3,240 円　
■申４月26日（金）までに、はがきに基
本事項を記載し、〒951-8550、障
がい福祉課（☎025-226-1238）へ
昼の部　■時13時半～15時　■定40人
夜の部　■時19時～20時半　■定60人
総合福祉会館（中央区八千代１）
同行援護従業者養成研修
視覚障がい者の移動を支援する同行
援護従業者に必要な知識と技能を学
ぶ　■日６月11日（火）・12日（水）・18
日（火）～20日（木）　※全５回。時間
など詳しくは案内に掲載　■対次の全
てに該当する人❶本市在住・在勤で
全日程に出席できる❷障がい者の生
活支援に従事している（予定含む）❸
ヘルパー２級以上または介護福祉士
の資格がある　■定  40人　■￥19,462
円　■申５月８日（水）までに所定の申
込書を社会福祉協議会（中央区八千
代１）へ　※案内・申込書は同協議会
で配布。同協議会HPにも掲載　■問同
協議会経営管理課（ ☎025-243-
4360）
難聴者のための手話講座
■日６月13日～10月24日（第２・４木
曜全10回）10時～11時半　■場亀田
駅前地域交流センター（江南区東船
場１）　■対中途失聴・難聴者とその家
族　■定初心者コース10人、会話コー
ス20人　■￥無料　■申５月31日（金）
までに、はがきに基本事項、希望コー
スを記載し、〒951-8550、障がい
福祉課（☎025-226-1238、℻025-
223-1500）へ

太夫浜918、弓道連盟へ　■問市ス
ポーツ協会（☎025-266-8250）
西総合スポーツセンター（西区五十嵐
１）　■日５月７日～６月25日（火・木
曜全15回）19時～21時　
鳥屋野総合体育館（中央区神道寺南
２）　■日５月13日～７月８日（月・木
曜全15回）18時半～20時半
万代市民会館（中央区東万代町） 
けんこう麻

マージャン

雀教室
■日５月８日～６月26日（水曜全４回）
13時半～16時　■対20歳以上　■定先
着24人　■￥500円　■申 ４ 月10日
（水）９時から電話で同館（☎025-
246-7711）
横越総合体育館（江南区いぶき野１）
スクール・セミナー参加者募集
❶ キッズ運動遊び　■日５月９日～
７月４日（木曜全８回）16時15分～
17時15分　❷ キッズトレーニン
グ　■日５月９日～７月４日（木曜全
８回）17時～18時　❸♣ノルディッ
クウオーキング初心者　■日５月13日
（月）13時～15時半　❹♣ノル
ディックウオーキング経験者　■日５
月13日（月）14時～15時半
■対❶５歳～小学１年生❷小学１～３
年生❸❹中学生を除く15歳以上　
■定 ❶❷各先着30人❸先着20人　
■￥❶❷各１回520円❸500円❹200
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）　
■申４月10日（水）９時から電話で同館
（☎025-385-4477）
５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４月10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）
普通救命（３時間）　■定各先着30人
❶■日11日（土）　■場西消防署
❷■日15日（水）　■場南消防署
❸■日15日（水）　■場西蒲消防署
❹■日15日（水）　■場東消防署
❺■日18日（土）　■場中央消防署
❻■日18日（土）　■場江南消防署
■時９時（❹13時半）
乳幼児救命（３時間）　■日29日（水）９時　
■場救急ステーション　■定先着24人
救命入門（１時間半）
❶■日11日（土）９時半　■場秋葉消防
署　■定先着20人　
❷■日29日（水）10時　■場北消防署　
■定先着30人
大工さんとミニハウス作り

■日５月12日（日）
10 時 ～ 12 時　
■場寺山公園（東
区寺山）　■対小
学３～６年生の
子 と 保護者　■定15 組　■￥ 無料　
■申４月24日（水）までに基本事項、学
年をメール（chiiki.e@city.niigata.
lg.jp）で東区役所地域課（☎025-
250-2170）へ
点訳ボランティア養成講習会
■日５月12日～７月28日（日曜全12
回）13時～16時　■場総合福祉会館
（中央区八千代１）　■対学生を除く点
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