
催し物
ゆいぽーとの催し（中央区二葉町２）
■問同施設（☎025-201-7530）
❶芸術作品展覧会　芸術家が同施設
に滞在して制作した作品を展示 　
■日６月27日（木）まで９時～21時半
❷古町鯛

たいぐるま

車の展示と解説　
■日７月28日（日）まで９時～
21時半
❸鯛車パレードの模擬体験　■日６月
29日（土）18時40分～19時20分　
❹古町鯛車のペーパークラフト体験　
■日６月30日（日）10時、13時　※各
２時間　■定各回先着20人
■￥無料（❹500円）
安吾 風の館（中央区西大畑町） 
「自筆原稿から読みとく」展
■日７月21日（日）まで10時～16時　
※月・火曜（祝日の場合は翌水曜）休館　
■￥無料　■問文化政策課（☎025-226-
2563）
旧小澤家住宅の催し
（中央区上大川前通12）

■問同施設（☎025-222-0300）
❶夏至祭　■日６月22日（土）・23日
（日）９時半～20時　※23日は17時
まで　■￥入館料
❷庭園講習会　■日６月29日（土）13時
半～15時　■定先着15人　■￥500円
❸立

たて

川
かわ

志
し

の彦
ひこ

落語会　■日７月20日
（土）　■定各先着30人　 子ども向け
■時13時　■対中学生まで（親も参加可）　
■￥1,000円（別途要入館料）　一般向け　
■時15時　■対小学生以上　■￥2,000
円（別途要入館料）
■申❷❸６月19日（水）９時半から電話
で同施設
消防局訓練場の催し（中央区鐘木）
■￥無料
消防団消防操法大会　消火活動の基
本である消防ポンプ操法の安全性・
確実性・速さを競う　■日６月23日
（日）７時50分～11時50分　■問消防
局警防課（☎025-288-3252）
県消防救助技術大会　■日７月４日
（木）９時40分～15時15分　■問消防
局企画人事課（☎025-288-3210）
動物愛護センターの催し
（中央区清五郎） 
■￥無料
❶犬の飼い方講座　■日６月23日（日）
10時～12時　■定先着30人 
❷犬の飼い方相談会　■日７月２日
（火）13時～14時半　■定先着６人
❸犬と猫の譲渡会　■日犬…７月５
日・12日（金）・20日（土）・26日（金）
13時～15時▷猫…７月６日（土）・
11日・18日（木）・21日（日）・27日
（土）・31日（水）13時～14時半　
※過去１年間に譲渡前講習を受講し
た人は、犬は14時、猫は13時半から
■申❶❷６月19日（水）９時から電話で
同センター（☎025-288-0017）❸開
催日前日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

坂井輪図書館　読書会
■日７月10日（水）10時～12時　テー
マ「物語の役割」小川洋子著　■￥無料　
■問同館（西区寺尾上３☎025-260-
3242）
田舟の里（江南区亀田） 
体幹エクササイズ
■日７月10日（水）13時半～14時半　
■対15歳以上　■定先着15人　■￥300
円　■申６月19日（水）から電話で同施
設（☎025-382-1566）
佐潟水鳥・湿地センター

（西区赤塚）　水辺の生き物観察会
■日７月14日（日）９時～11時　■対小
学生（４年生以下は保護者同伴）　
■定先着20人　■￥無料　■申６月19日
（水）９時から電話で同センター（☎
025-264-3050）
黒埼地区総合体育館（西区金巻）
相撲体験
■日７月20日・27日（土）10時～11時　
■対３歳～小学３年生　■定各日先着
10人　■￥250円　■申６月19日（水）
９時から電話で同館（☎025-377-
5211）
うららこすど（秋葉区小須戸）　 
夏野菜漬物教室
■日７月20日（土）10時～12時　■定先
着18人　■￥1,200円　■申６月19日
（水）９時から電話で同施設（☎0250-
38-5430）
若年無業者（ニート）の
保護者向けセミナー
■日７月20日（土）14時～16時　■場秋
葉区文化会館（秋葉区新栄町）　■対仕
事に就いていない15～49歳の子の
保 護者　■定 先着 20 人　■￥ 無料　
■申６月19日（水）10時から電話で新
潟地域若者サポートステーション（☎
025-255-0099）　
■問雇用政策課（☎025-226-1643）
鉄道の塗り絵で凧作り
■日７月21日（日）10時～12時　■場新
津地区公民館（秋葉区新津東町２）　
■定先着20人（小学生以下は保護者同
伴）　■￥200円　■申６月19日（水）９
時半から電話で新津鉄道資料館（☎
0250-24-5700）
美術講座
■場新潟市美術館（中央区西大畑町）　
■申各申込期限（必着）までに往復はが
きに基本事項を記載し、〒951-
8550、文化政策課（☎025-226-
2563）へ
洋画デッサン　■日７月27日（土）10
時～16時半　■定20人　■￥1,500円　
申込期限７月12日（金）
書道　■日８月４日（日）10時～13時　
■定15人　■￥1,000円　申込期限７
月19日（金）
西海岸公園市営プール
夏休み水泳教室
■日８月２日～９日（金）８時半～９時
半　※全６回　■対泳げない小学１～
４年生　■定１・２年生…各30人▷
３・４年生…各20人　■￥3,000円　
■申６月29日（土）までにウェブサイト
「にいがたスポーツナビ」から申し込
み　■問同施設（中央区関屋☎025-
267-6858）

記号のみかたなどは１面参照

妊娠・子育てほっとステーション
inアピタ
助産師・保健師による妊婦・育児相
談、ほか　■日６月23日（日）10時～
14時　■場アピタ新潟亀田店（江南区
鵜ノ子４）　■￥無料　■問こども家庭
課（☎025-226-1205）
アクアパークにいがたの催し
（西区笠木）

■問同施設（☎025-264-6400）
夏祭りとフリーマーケット　ゲーム
コーナー（３回500円）、ほか　■日６月
23日（日）10時～15時　■￥入館料
フリーマーケット　■日７月７日（日）
10時～15時　■￥入場無料
りゅーとぴあの催し
（中央区一番堀通町）

❶能楽堂バックステージツアー　
■日６月29日（土）11時、14時　※各
１時間　■対小学生以上　※小学生は
保護者同伴　■定各回20人　■￥無料
❷ 演劇ワークショップ　■日７月18
日～12月19日（木）18時半～21時　
※全12回。来年１月18日（土）・19
日（日）・25日（土）に発表公演を実施。
１月15日（水）～17日・24日（金）に
本番前稽古 あ り　■対60歳以上　
■定30人　■￥１万円
■申❶は６月23日（日）、❷は６月30
日（日）までにメール（info@ryu
topia.or.jp）で基本事項を記載し同
施設（☎025-224-7000）へ　※❶は
希望時間と足のサイズ（白足袋持参
の人は不要）、❷は生年月日も記載
中之口先人館（西蒲区中之口）　
ピアノと絵本の読み聞かせ
■日６月29日（土）14時～15時　■定先
着150人　■￥無料　■問同館（☎025-
375-1112）
鳥屋野運動公園球技場

（中央区女池南３）　感謝祭
アルビレックス新潟レディースサッ
カー教室、キックターゲット、ほか　
■日６月30日（日）13時～15時　■対小
学生以下　■￥200円　■問同施設（☎
025-283-5855）
砂丘館（中央区西大畑町） 
７月の催し
■問同館（☎025-222-2676）
❶竹

たけまたゆういち

俣勇壱（金工）・華
か

雪
せつ

（書）二人展　
■日２日（火）～15日（祝）９時～21時
※15日は17時まで　■￥無料
❷作家を囲むお茶会　■日14日（日）　
■時■￥11時～12時、14時～15時…

1,000円▷18時～19時半…2,000
円（軽食付き）　■定各回先着10人
❸琵琶とバイオリンライブ　■日14日
（ 日 ）16時 ～17時　■定先着25人　
■￥1,500円
■申❷❸６月19日（水）９時から電話で
同館
巻文化会館　劇団こぐま座
赤ずきん・ミニコンサート
■日７月２日（火）10時～11時10分　
■定先着900人　■￥一般1,100円、就
学前児900円　※子どもの膝上鑑賞
１人無料　■問同館（西蒲区巻甲☎
0256-73-2219）
新潟駅周辺整備事業PR展
パネルや模型などを展示　■日７月５
日（金）～８月６日（火）10時～20時　
※日曜、祝日は17時まで。７月12日
（金）は休館　■場ほんぽーと中央図書
館（中央区明石２）　■￥無料　■問新潟
駅周辺整備事務所（ ☎025-245-
1260）
エコープラザの催し（東区下木戸３）
■問同施設（☎025-270-3009）
リサイクル品展示提供　■日７月６日
（土）～18日（木）９時～17時　※月
曜を除く。本市在住の小学生以上１
人１点　抽選日時７月21日（日）14
時から
フリーマーケット出店者募集　■日７
月14日（日）10時～13時　■対18歳
以上　■定20区画　■￥１区画500円　
■申６月23日（日）までに電話で同施設
♣７月の催し
■申６月19日（水）９時から電話で同施設
包丁研ぎ講座　■日６日（土）10時、10
時半、11時、11時半　 ※各30分　
■定各回先着６人　■￥100円
端切れでリンゴ作り　■日９日（火）13
時、14時半　※各１時間　■定各回先
着６人　■￥300円
端切れで人形作り　■日19日（金）13
時～16時　■定先着10人　■￥300円
◇おもちゃ病院　■日20日（土）13時
半～15時　■￥無料
■対18歳以上（◇はどなたでも）
収穫農園　スイートコーン
■日７月６日（土）８時、９時半　■場江
南区沢海　■定各回40組　■￥ ４ 本
500円　■申６月24日月曜（必着）まで
に、はがきに基本事項を記載し、
〒950-0195（住所不要）、江南区役
所産業振興課（☎025-382-4816）へ　
※当選者のみ６月26日に案内を発送
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　６月13日、本市とスポーツクラブNAS株式会社は「地方創生に関する
包括連携協定」を締結しました。同協定により、市民の健康増進、安心・
安全、子ども・子育て支援などの分野で連携・協力していきます。
■問政策企画部（☎025-226-2153）
着衣水泳教室
　同協定に基づく初の事業として開催します。
■日７月７日（日）10時半、11時45分　※各１時間
■場スポーツクラブNAS新潟（中央区新光町１）
■対小学１～４年生　■定各回先着30人　■￥無料
■申６月19日（水）13時から電話で同施設（☎025-288-2001）
■問中央公民館（☎025-224-2088）

スポーツクラブNASと包括連携協定を締結
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