
記号のみかたなどは１面参照

呈茶券500円（古
こ ぎ

儀茶
さ ど う

道藪
やぶのうちりゅう

内流）　
■問同館（西区小針２☎025-230-1071）
秋葉区　まち歩き
「にいつの石油今昔物語」
■日 ６月18日（火）９時半～12時　
■集新津駅東口　■解東新津駅　■定先着
20人　■￥500円　■申６月５日（水）９
時から電話で新津観光協会（☎
0250-24-3777）　■問秋葉区役所産
業振興課（☎0250-25-5687）
西蒲区　福井ほたる祭り
軽食販売、ほか　■日６月22日（土）・
23日（日）17時～21時　■場巻ほたる
の里公園（西蒲区福井）　■￥入場無料　
■問西蒲区産業観光課（☎0256-72-
8454）
健康に向けた催し
■￥無料　■問健康増進課（☎025-212-
8166）
♣糖尿病ミニ講座　薬物療法、歯周
病、外食の選び方について専門医ら
が語る　■日６月23日（日）13時半～
15時15分　■場クロスパルにいがた
（中央区礎町通３）　■定先着35人　
■申６月５日（水）８時半から電話で同課　
骨密度測定　■日７月18日（木）10時
～15時（12時～13時を除き30分ご
とに実施）　■場けんこう広場ROSAぴ
あ（中央区西堀前通６）　■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10人　■申６月６日
（木）から電話で市役所コールセン
ター（☎025-243-4894）
中央区　料亭の味と芸

げ い ぎ

妓の舞
老舗料亭で昼食と古町芸妓
の舞を鑑賞　■時12時～13
時半　■問中央区役所地域課
（☎025-223-7054）
❶一

いち

乄
しめ

　■日６月29日（土）　
❷イタリア軒螢

ほたる

　■日７月６日（土）　
❸きらく　■日７月13日（土）　
❹かき正　■日７月17日（水）　
❺金辰　■日７月24日（水）　
❻大善　■日７月27日（土）　
❼行

いき

形
なり

亭
や

　■日７月１日（月）　
❽鍋茶屋　■日７月17日（水）
■定各20～30人　※会場により異な
る。❶～❻は先着　■￥5,000円（❼❽
6,500円）　※飲み物代は別途必要　
■申６月５日（水）から電話で新潟三業
協同組合（10時～16時☎025-222-
2237）　※❼❽は６月12日水曜（必
着）までに、はがきに基本事項（１枚
につき５人まで）を記載し、〒951-
8553（住所不要）、同課へ。同内容
の複数申し込み不可。当選者のみ６
月21日までに案内を送付
■同日開催　古町まち歩き
食事の前に古町花街の見ど
ころをガイドが案内　※ま
ち歩きだけの参加も可　■時10時50
分～11時45分　■定各日先着10人　
■￥500円　■申６月５日（水）～開催日
の７日前に電話で新潟シティガイド
（９時～18時☎090-1807-3013）
中央卸売市場（江南区茗荷谷） 
スイカ収穫体験ツアー
野菜・果物講座、意見交換、ほか　
■日 ６月30日（日）８時～12時半　
■対小学生以上（小学生は保護者同伴）　
■定90人　■￥一般1,500円、小学生

天寿園の催し（中央区清五郎）
定期コンサート　■日６月９日（日）13
時半～15時半　出演山嵐音楽工房、
ほか　■￥ 無料　■問同施設（☎025-
286-1717）
ばら教室　■日６月12日（水）13時半
～15時　■定30人　■￥400円　■申６
月９日日曜（必着）までに往復はがき
に基本事項を記載し、〒951-8131、
中央区白山浦１-613-69、開発公社
緑化・ 施設整備課（ ☎025-234-
2633）へ
抱っこでダンス　■日６月17日（月）
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６月５
日（水）10時から電話で同施設
青木昌

まさ

巳
み

ピアノコンサート　■日７月
５日（金）18時半～20時　■￥無料　
■問同施設
まちなかステージ「よろっto
ローサ」　６月のイベント
■￥無料　■問同施設（中央区西堀前通
６☎025-378-1137）
ダジャレライブ　■日９日（日）14時～
15時　
シンガーソングライター・ライブ　
■日９日（日）16時～17時半　
ジュークボックスで映画音楽　■日15
日（土）15時～16時
教科書展示会
小・中学校、高等学校で今年度使用
する教科書を展示　■￥無料　■問総合
教育センター（☎0256-88-7444）
新潟教科書センター（西蒲区旗屋、総
合教育センター内）　■日６月13日
（木）～28日（金）９時半～17時半　
※土・日曜は17時まで
ほんぽーと中央図書館（中央区明石
２）　■日６月13日（木）～26日（水）10
時～20時　※日曜は17時まで。14
日（金）休館
６/15～７/７
岩室温泉冬

ひよつま

妻ほたる祭り
■￥無料　■問いわむろや（西蒲区岩室
温泉☎0256-82-1066）　※土・日
曜はいわむろや・岩室公会堂間の無
料シャトルバスを運行
ほ た る 鑑賞　■時19時半 ～21時　
■場岩室払川
ほたる縁日　■日土曜19時半～21時　
■場岩室公会堂前
灯
あか

りプロジェクト　■日６月16日～
30日（日）19時半～21時半　■場岩室
温泉街
野外コンサート　■日６月22日（土）
18時半～20時　■場丸小山公園（雨天
時はいわむろや）
音楽文化会館（中央区一番堀通町）　
気軽に音

おん

ステージ
■日６月16日（日）　■￥無料　■問同館
（☎025-224-5811）
ステージ演奏体験　■時■定９時半～13
時…先着40組▷14時半～16時15
分…先着20組　※１組５分。ピアノ
（３台）使用、楽器の持ち込み可
楽器体験　■時11時（箏

こと

、三味線、尺
八）、13時半（バイオリン、フルート、
トランペット、ほか）　※各１時間
西新潟市民会館　市民呈茶
■日６月16日（日）10時～16時　

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

教育ビジョン推進委員会　■日６月５日（水）　■問教育総務課（☎025-226-
3177）　坂井輪図書館協議会　■日６月26日（水）　■問同館（☎025-260-
3242）　新潟市美術館及び新津美術館協議会　■日７月４日（木）　■問新潟
市美術館（☎025-223-1622）

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。
選挙管理委員会　■日あす３日
■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

　次の委員を募集しています。
歴史博物館運営協議会　■問同館（☎025-225-6111）　
※詳細は同館HPに掲載

♣動く市政教室「生き物たちと田んぼ」

　田んぼにすむさまざまな生き物や、田んぼを維持する
ための取り組みなどを学びます。
■日６月18日（火）・26日（水）９時～16時　コース新

に い ご う が わ

井郷川
排水機場、ビュー福島潟（昼食）、田んぼ見学　■定各日30
人　■￥400円　■申６月10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）

　現在募集しているパブリックコメントはありません。
今後の募集予定は市HPに掲載しています。
▶市HPから パブリックコメント 検索

スマートフォンは
こちらから

スマートフォンは
こちらから

スマートフォンは
こちらから

スマートフォンは
こちらから

スマートフォンは
こちらから

市政参画コーナー

 市HPが閲覧可能なパソコン設置場所 　市政情報室（☎025-226-2425）、生涯学習センター（☎025-224-2088）、ほんぽーと中央図書館（☎025-246-7700）、豊栄図書館、
山の下図書館、亀田図書館、新津図書館、白根図書館、月潟図書館、坂井輪図書館、西川図書館、岩室図書館、潟東図書館、巻図書館　※閲覧制限あり、印刷不可

4894）　※当選者のみ６月28日ま
でに案内を発送　■問東区役所地域課
（☎025-250-2170）
北区　豊栄キンボールスポーツ
オープン大会
■日７月28日（日）９時～17時　■場豊
栄総合体育館（北区嘉山）　 ■定各先
着15チーム（１チーム４～８人）　
■申６月５日（水）10時から電話で北区
役所産業振興課（ ☎ 025-387-
1195）
小学生の部　■￥1,500円　
中学生以上の部　■￥3,000円

事業者向け
食品営業者は検便の実施を
　食中毒などの食品衛生上の事故を
防止するため、食品営業者は食品取
扱従事者の検便を実施し、健康状態
を把握してください。　実施期限６
月30日（日）　実施項目赤痢菌、チフ
ス菌、パラチフスA菌、サルモネラ、
腸管出血性大腸菌O157　■問食の安
全推進課（☎025-212-8226）
農業経営主向け
新規就農者研修費を助成
　対象要件や申請方法など、詳しくは
市HPに掲載しています。　申請期限
６月28日（金）　■問区役所農政担当
課（東・中央区は江南区産業振興課）

500円　■申６月12日水曜（必着）まで
に往復はがきに基本事項、年齢（１枚
につき２人まで）を記載し、〒950-
0114、江南区茗荷谷711、県青果
物消費拡大推進協議会事務局へ　
■問同施設（☎025-257-6767）
北国街道まち歩きと
メロン収穫体験バスツアー
西区・西蒲区の北国街道ゆ
かりの地を巡る　■日７月５
日（ 金 ）９ 時 ～16時半　
■定40人　■￥3,500円　■申６月25日
火曜（必着）までに、はがきに基本事
項、参加者全員の郵便番号・住所・
年齢・電話番号、希望集合場所（佐潟
水鳥・湿地センターまたは越後赤塚
駅）を記載し、〒950-2111、西区大
学南２-８-24、（株）コスモツーリス
トへ　※６月26日までに抽選結果を
発送　■問西区役所農政商工課（☎
025-264-7623）
♣東区　市民ウオーク
■日７月６日（土）８時45分～
11時半　■集■解下山スポーツ
センター（東区下山１）　
コースじゅんさい池公園、山の下海
浜公園 な ど 約7.8km　■定200人　
※小学生以下は保護者同伴　■￥無料　
■申６月６日（木）～18日（火）に電話で
市役所コールセンター（☎025-243-
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