
（木）までに所定の申込書を同協会へ　
※申込書は同協会で配布。同協会HP
にも掲載
秋葉区　小須戸町屋巡りと
ちょい食べ歩き
■日７月21日（日）、８月３日（土）、９
月１日（日）、10月12日（土）10時～
12時　■集小須戸まちづくりセンター
（秋葉区小須戸）　■定各日先着10人　
■￥1,000円　■申７月10日（水）９時か
ら電話で小須戸商工会（☎0250-38-
2620）　■問秋葉区役所産業振興課
（☎0250-25-5689）
西新潟市民会館　市民呈茶
■日７月21日（日）10時～16時　呈茶
券500円（裏

うら

千
せん

家
け

淡
たん

交
こう

会
かい

）　■問同館
（西区小針２☎025-230-1071）
殺処分ゼロを目指して
オリジナル猫Ｔシャツ販売会
■日７月21日（日）11時～13時　※購
入者を対象に、伊勢みずほさん（フ
リーアナウンサー）、やまだみつるさ
ん（画家）などによるサイン会を実施　
■場NEXT21（ 中 央区西堀通 ６）　
■￥2,000円　■問動物愛護センター
（☎025-288-0017）
歴史博物館みなとぴあ
（中央区柳島町２）　企画展関連講演会
■時13時半～15時　■定各70
人　■￥100円
❶外国人居留地のない開港
場・新潟　■日７月27日（土）　
 ❷越後産焼酎徳

とっくり

利の生産と流通　
■日８月４日（日）　
■申❶は７月18日（木）、❷は７月20日
（土）までにメール（museum@nchm.
jp）で基本事項を同館（☎025-225-
6111）へ　※抽選結果を❶は７月
22日、❷は７月25日までに発送
■史楽講座「万葉集・日本書紀・竹取
物語」　■日８月18日、９月８日、10月
13日（日曜全３回）14時～16時　
■定80人　■￥1,500円　■申８月１日
（木）までにメールで基本事項を同館
へ　※抽選結果を８月５日までに発
送。このほか本冊５面にも催しを掲載
親子釣り船体験参加者募集

■日７月28日（日）８時、９時
40分　※各１時間　■集■解南
浜小型船だまり（北区島見町
１）　■対小学生と保護者　■定250人　
■￥１組2,000円　※１組につきさお
１本（餌付き）。さおの追加可（１本
1,500円）、持ち込みは不可　■申７月
15日（祝）までに往復はがきに基本事
項、子の年齢・学年、必要なさおの本
数を記載し、〒951-8550、農村整
備・水産課（☎025-226-1849）へ　
※時間指定不可。はがき１枚につき
４人まで
蔵の宿「菱風荘」（北区前新田） 
子ども体験合宿（１泊２日）
■対 小 学 生　■定 各 先 着 24 人　
■￥4,200円　※水の駅「ビュー福島
潟」年間券がある人は3,700円　
■申７月10日（水）13時から電話で同
施設（☎090-4595-7195）
ザリガニ・ザッコ捕りと絵手紙体験　
■日７月30日（火）14時～翌日11時　
牛乳パック工作と潟舟体験　■日８月
23日（金）14時～翌日11時

新潟ジャズストリート
古町、市民プラザなど26会場で262
組1,390人 が演奏　■日 ７月13日
（土）・14日（日）10時～23時　共通
１日券1,000円　※中学生以下無料。
１日券は各会場などで販売。詳しく
は公共施設に設置のチラシや同イベ
ント公式HPに掲載　
■問文化政策課（☎025-226-2563）
天寿園の催し（中央区清五郎）
８月31日（土）まで開園時間を21時
まで延長　■問同施設（☎025-286-
1717）
❶定期コンサート　■日７月15日（祝）
13時半～15時半　出演クリスタル
ベンチャーズ、ほか　■￥無料　❷二

に

胡
こ

コンサート　■日７月21日（日）14
時～16時　出演チェン ミン　■定先
着250人　■￥3,000円（チケットは同
施設などで販売）　❸ 抱っこでダン
ス　■日７月23日（火）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　❹ 発達タッチケア　
■日 ７月24日（水）10時～11時半　
■対発達の遅れや障がいのある生後３
カ月～歩く前の子と母親　■定先着
20組　■￥無料　❺二胡とギターコン
サート　■日８月２日（金）18時半～
20時　出演サイクマ、ほか　■￥無料　
■申❸❹７月10日（水）10時から電話
で同施設
新潟砂丘ウオーキング
■日７月20日（土）９時～13時　■集■解佐
潟・水鳥湿地センター（西区赤塚）　
■定20人　■￥300円　■申７月15日（祝）
までにメール（niigatasakyu_you
you@yahoo.co.jp）で基本事項、参
加者全員の電話番号を新潟砂丘遊々
会事務局へ　※当選者のみ７月16
日までにメールで案内を送付
■問西区役所農政商工課（ ☎025-
264-7623）
国際友好会館の催し（中央区礎町通３）
❶「身近な韓国」講演・交流会　■日７
月20日（土）13時半～16時　■定先着
100人　■￥無料　❷学生向け英語勉
強法　■日８月３日（土）13時半～16
時半　■対中学生以上の学生　■定先着
30人　■￥200円　❸韓国料理教室　
■日８月31日（土）10時半～13時半　
■対高校生以上　■定20人　■￥1,000円
■申❶❷７月10日（水）９時から電話で
国際交流協会（☎025-225-2727）
❸８月９日金曜（必着）までに往復は
がきに基本事項（１枚につき２人ま
で）を記載し、〒951-8055、中央区
礎町通３-2086、同協会へ　※❸は
８月24日までに抽選結果を発送
■新潟まつり大民謡流し　本市在住
外国人の参加者を募集
■日８月９日（金）15時半～21
時15分　■集同協会　■定先着
150人　■￥300円　■申７月
10日（水）９時から電話で同協会　
※浴衣の着付けあり（要持ち帰り）
■市民団体の国際活動に補助
■対10月１日～来年３月31日に行う
国際交流・協力、多文化共生に関す
る活動　補助額対象経費の２分の１
以内（上限15万円）　■申８月15日

サイズ、悪質商法対策、介護保険な
どを学ぶ　■日８月20日～12月17日
（火）　※全18回。時間は日によって
異なる。詳しくは市社会福祉協議会
に設置するチラシや同協議会HPに掲
載　■定60人　■￥3,500円
❷茶道（表千家）教室　■日９月～２月
の第１・３水曜13時～15時（全12
回）　■定12人　■￥6,000円
❸ピラティス教室　■日９月～２月の
第１・３金曜13時半～14時半（全12
回）　■定15人　■￥無料
■場❶総合福祉会館（中央区八千代１）、
ほか❷❸同センター　■申❶は７月26
日（金）、❷❸は７月31日（水）までに
往復はがきに基本事項、生年月日、
性別を記載し、〒950-0909、中央
区八千代１-３-１、同協議会経営管
理課（☎025-243-4366）へ　※各必
着。初めての人を優先
アルコール・薬物依存対策
回復プログラム　■日８月20日～２月
25日（火）15時～16時15分　※全
７回　■場県精神福祉保健センター
（中央区上所２）　■対アルコールや薬
物をやめたい人　■定先着10人　■￥無
料　■申７月10日（水）９時から電話で
同センター（☎025-280-0113）　
依存症の人の家族向け教室　■日８月
27日～12月24日（火）13時半～16
時　※全５回　■場こころの健康セン
ター（中央区川岸町１）　■定先着10組　
■￥500円　■申７月10日（水）９時から
電話で同センター（☎025-232-5551）
♣にいがた市民大学公開講座
「農業と再生可能エネルギー」
■日８月21日（水）19時～21時　■場万
代市民会館（中央区東万代町）　■対本
市在住・在勤・在学の人　■定100人　
■￥1,000円（高校生以下無料）　■申７
月29日（月）までに電話で市役所コー
ルセンター（☎025-243-4894）　
■問生涯学習センター（☎025-224-
2088）

催し物
新潟みなと水

す い ゆ う き

遊記
　９月30日（月）まで新潟西
港周辺でさまざまな催しを
開催しています。　※日時、
参加費、申し込みの要否
などは催しにより異なる。
詳しくは市役所本館・分
館などで配布している
「トッときガイド」のほか、
市HPに掲載　■問港湾空
港課（☎025-226-2743）
花を贈ろう「サマーリリーフェア」
ユリの装飾展示、品種・産地紹介、
ほか　■日７月12日（金）～15日（祝）
９時～17時　■場食育・花育センター
（中央区清五郎）　■￥無料　■問食と花
の推進課（☎025-226-1794）
まちなかステージ「よろっto
ローサ」　７月のイベント
■￥無料　■問同施設（中央区西堀前通
６☎025-378-1137）
椅子ヨガ　■日12日（金）14時～15時　
弾き語りライブ　■日14日（日）16時
～同40分　お笑い・音楽ライブ　
■日21日（日）13時～14時

■日23日（金）10時　❽総合福祉会館　
■日27日（火）10時　❾巻地区公民館　
■日30日（ 金 ）10時　 10市体育館　
■日29日（木）10時
※各１時間半（10２時間）　■定各40
人（❷❺❻各50人、❸60人、❽80
人、10200人）　※各先着
こども創造センター

（中央区清五郎）　８月の催し
　造形写真教室（■日５日月
曜）、親子３B体操教室
（■日６日火曜）、紙コップで
万華鏡作り（■日８日木曜）などの催し
を行います。　※各定員あり　■申７
月17日（水）までに電話で同センター
（☎025-281-3715）　※当選者は７
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
いくとぴあ食花（中央区清五郎） 
食育・花育センター　８月の講座
■問同センター（☎025-282-4181）　
※各回定員あり。当選者のみ７月31
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７月25日（木）までに
電話で同教室受付（☎025-282-4189）
❶韓国焼肉　■日８日（木）　■対中学生
以上　❷ ソーセージ　■日14日（水）　
■対小学生の親子　❸ 彩りそうめん　
■日15日（木）　■対５歳～小学生の親子　
❹ 米粉料理と軽い運動　■日18日
（日）　■対小学生の親子　❺夏野菜の
薬膳　■日20日（火）　■対中学生以上　
❻ キッズキッチン　■日25日（日）　
■対３・４歳と保護者　❼夏野菜で手ご
ねパン　■日28日（水）　■対中学生以上
■時10時半（❷10時❼10時、13時半）　
※各２時間～３時間半　■￥ ❶❼
1,500円❷❸2,200円❹1,900円❺
1,600円❻2,000円
■園芸講座　■申７月25日（木）までに
FAX（025-282-4987）で基本事項
を同センターへ
❽野菜作りで健康づくり　■日５日
（月）　❾プリザーブドフラワーで写
真立て飾り　■日10日（土）　10バラの
剪
せん

定
てい

　■日23日（金）・24日（土）
■時13時半（ 1010時半、13時半 ）　
※各１時間～１時間半　■￥❽10無料
❾2,500円
８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７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）
❶南消防署　■日７日（水）９時
❷江南消防署　■日18日（日）９時
❸東消防署　■日21日（水）13時半
❹中央消防署　■日24日（土）９時
救命入門（１時間半）
❺西蒲消防署　■日７日（水）９時
❻秋葉消防署　■日31日（土）９時半
■定❶～❺各先着30人❻先着24人
老人福祉センターの講座

（中央区八千代１）

■対開講日現在60歳以上
❶高齢者福祉大学　太極拳やエクサ

記号のみかたなどは１面参照

申し込みのときに記載する基本事項　催し名、希望の回(複数回実施する場合のみ)、参加者全員の氏名・ふりがな　※代表者は氏名の前に◎を付け、郵便番号・住所・電話番号も記載
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