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みんな主役の文化祭 ９/15

〜11/30

開催

連載・おでかけナビ

国民文化祭・にいがた2019
全国障害者芸術・文化祭にいがた大会❶

地域と学校
パートナーシップ
事業

今号から、国内最大の文化の祭典「国民文化祭、全国障
害者芸術・文化祭」
を紹介します。

こうどう

はな の こ まち

定 定員

￥ 参加費

⬆

ささだん ご ろう

スマートフォンは
こちらから

申 申し込み

木遣り指導ボランティア 本間

おおいわまんどう

アグリパーク

市児童センター

南区東笠巻新田 ☎025-378-3109
開館時間（直売所）9:00〜18:00
※水曜定休

中央区東万代町 ☎025-246-7715
開館時間9:00〜17:00 ※月曜休館

日６月の土・日曜

※小学生以下は保護者同伴

❶石窯ピザ作り
時 10:00〜16:00 ￥ 800〜1,500円
（サイズにより異
中央区西船見町 ☎025-222-7500
なる）
開館時間9:00〜17:00
❷野菜の収穫
￥ 一般1,500円、小・中学生600円、幼児
（４歳から） 時 9:30、14:30 ※各30分 ￥ 600円
200円
❸羊毛フェルト体験
●企画展示「海の生き物を集める〜水族館の収集活動」 時 11:00、13:00 ※各１時間 ￥ 500円
日５/26
（日）
まで
❹ヤギとヒツジの餌やり
●カワウソの餌やり解説
時 9:30〜12:50、14:30〜15:50 ￥ 100円
日５/25
（土）12:30〜12:50
❺牛の搾乳体験
時 13:30〜14:30 ￥ 500円
●カワウソ解説コーナー
定 ❷❸各回先着10人❺先着25人 申 ❷❸❺５/25
日５/25
（土）
・26（日）13:00〜16:00
（土）
９:00から電話で同施設
※このほか、別冊情報ひろば２面にも講座を掲載
中央区八千代２ ☎025-240-4311
開館時間11:00〜19:00 ※土・日曜、
祝日は10:00から

や

毎年８月26日に開催されるかめだ祭りでは、
「木遣り」
と呼ばれる音頭に合わせて高さ４mの灯籠を激しく押し
合う「大岩万燈押し合い」
が行われます。亀田岩万燈保存
会の本間さんは、未来を担う子どもたちに地域の伝統を
伝えようと、８年前から学校と連携して木遣りの指導を
始めました。
子どもたちは練習を重ねるごとに上達し、木遣
りの楽しさを学んでいきます。３カ月も練習する
と立派な木遣りができるようになるそうです。祭
り本番の演舞をやり遂げた子どもたちの姿は感動
的で、教えることが生きがいになっているといい
ます。「子どもたちが木遣りをきっかけに亀田を
愛し、ふるさとを盛り上げていってほしい」と本 ▲「亀田木遣り」を声高らか
間さんは願っています。
に歌う亀田小学校４年生

マリンピア日本海

新潟市マンガ・アニメ情報館

満さん
き

こども創造センター
中央区清五郎 ☎025-281-3715
開館時間9:00〜17:00 ※６/11・25（火）休館

●企画展示
「ビッグコミック50周年展」
日６/16
（日）
まで ￥ 一般800円、
中学・高校生600円、 ￥ 無料
小学生300円 ※土・日曜、祝日は小・中学生無料 ❶おえかき山
日６/２
（日）
10:30〜11:30
子育て応援ひろば
❷親子わらべうた遊び
中央区西堀前通６、Co-C.G.ビル４階
日６/４
（火）
10:30〜11:00
☎025-226-7730 開館時間9:00〜19:00
❸新聞紙で野菜作り＝写真＝
￥ 無料 ※各30分。育児相談あり
（要予約）
日６/15
（土）
・16（日）
9:00〜16:30
●離乳食講座 日６/６
（木）11:00
❹つみきマグネット遊び
●絵本劇 日６/９
（日）14:00
日６/23
（日）
10:30〜11:30
●バルーン遊び 日６/11（火）11:00
❺カエルのおもちゃ作り
●絵本読み聞かせ 日６/13・27
（木）11:00
日６/29
（土）
・30（日）
13:30〜15:30
●リトミック 日６/20（木）11:00
対 ❶❸❹❺18歳以下❷２歳以下の子と親 ※就学
●マジックショー 日６/23
（日）14:00
前児は保護者同伴
●七夕まつり 日６/25
（火）11:00
※このほかの催しは同センターホームページに掲載

￥ 無料
❶カプラ ブロックタイム 日６/２
（日）
13:00〜14:25
❷親子遊び 日６/５
（水）10:30〜11:20
❸かるたタイム 日６/９
（日）14:00〜15:00
日
❹親子ふれあい遊び
６/12（水）
10:30〜11:20
❺読み聞かせタイム 日６/16
（日）14:00〜15:00
❻アスレチック遊び 日６/19（水）
10:30〜11:20
日
❼リズム遊び
６/26（水）
10:30〜11:20
対 ❶❸❺小学生以下❷❻❼１〜３歳児と保護者❹
０・１歳児と保護者 ※就学前児は保護者同伴
※このほか、別冊情報ひろば３面にも教室を掲載

こども創作活動館
東区牡丹山１ ☎025-279-2113 開館時間9:00〜18:00
※日曜・祝日17:00まで。月曜
（祝日の場合翌日）
休館

❶バドミントン 日６/８
（土）
10:00〜11:00 対 小
定
先着10人
学生
❷親子ふれあいリトミック 日 ６/11（火）10:30〜
11:00 対５カ月〜３歳の子と親 定 先着12組
❸こども茶会 日６/15、７/20（土曜全２回）14:00
〜15:30 対 ４歳以上 ※就学前児は保護者同伴
定 先着10人
７/27
（土曜全２回）
10:00
❹やきもの教室 日６/29、
〜12:00 対５歳以上 ※小学２年生以下は保護者
同伴 定 先着10人
￥ ❶❷無料❸❹400円 申 ❶❷は５/29
（水）
、❸は
６/５
（水）、❹は６/19（水）
９:30から電話で同施設

新潟市マンガの家
中央区古町通６ ☎025-201-8923
開館時間11:00〜19:00 ※水曜休館

●初心者向けマンガ講座「マンガのいっぽ」
日 開館日 定 各回先着24人
※時間・内容は同施設ホームページに掲載

視覚に障がいがある人を対象に、「市報にいがた」の点字版・ＣＤ版・デイジー版を発行しています。 申込先県視覚障害者福祉協会(☎025-381-8258)

広報課(☎025-226-2089)

ＷＥＢサイト﹁ＳＨＩＫＡＭＯ﹂で検索

対 対象

❶
●

亀田小学校
「亀田大好き」
学習

「国民文化祭」は国民体育大会の文化版ともいわれ、全国各地で行ってい
る各種の文化活動を全国規模で発表し、文化活動への参加や新しい芸術文
化の創造を促すことを目的とした祭典です。国民文化祭と同時に開催され
る「全国障害者芸術・文化祭」は、文化活動を通して障がい者の自立や社会
参加を促すとともに、障がいに対する理解
と認識を深めてもらうことを目指していま
次回からは
す。毎年各都道府県の持ち回りで開催し、
文化祭の
楽しみ方を
今年は新潟県で開催します。
紹介するよ！
本市では洋舞踊、日本舞踊、邦楽の公演
や川柳、連句の大会、茶道や香道の催しな
花野古町・笹団五郎
ど、子どもから高齢者まで、障がいのある
人もない人もみんなが楽しめるさまざまな
イベントを開催します。詳しくは同文化祭
公式ホームページで紹介しています。

日 日時

学校支援ボランティア

問 地域教育推進課
（☎025‑226‑3277）
■

国民文化祭、 全国障害者芸術・文化祭を
知っていますか？

検索

新連載

市では、地域に開かれた学校を目指し、地域との連携強化を目的とする
「地域と学校パートナーシップ事業」を行っています。今号から、学校教育
を支える地域のボランティアを紹介します。

問 文化政策課
（☎025‑226‑2565）
■

文化ふっとつ新潟

紹 介します

新連載

公式キャラ
クター

シカモ

