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～みんなでつくる、
みなとまち新潟～

　ことし開港150周年を迎えた「みなとまち新潟」。 
　いつ訪れても新しい。訪れるたびに発見がある。そして、ふとした時に思い出す。
　めざすのは、そんな変わり続けるみなとまち。

　本市では、新潟港そして新潟がさらに発展して
いくために、新潟開港150周年を市民の皆さんと一
緒に新しい新潟を切り開く機会と位置付け、2017
年から３カ年にわたり記念事業を実施しています。
　これまで150年の歴史を振り返り、港やまちの
魅力を再発見して磨き上げ、「みなとまち新潟」の
イメージづくりと情報発信に取り組んできました。
　最終年となることしは、今までの取り組みで生
まれた機運を次世代へ継承するため「メモリアルプ
ロジェクト」を実施します。
　今後も、水辺空間の利活用やクルーズ船の誘致
などによるにぎわいの創出、港湾施設・新潟駅周辺
整備による拠点性向上など、新たな交流を生み出す
「みなとまち新潟」を皆さんと一緒に創っていきます。

※ 今号ではフェスタと愛称募集について紹介します。モニュメント
と、みなとまちロードについては、後日本紙でお知らせします。

メモリアルプロジェクトメモリアルプロジェクト

Nii portフェスタ2019

新潟西港水域の愛称募集

モニュメント ～みなとまち新潟宣言～

みんなでつくる、みなとまちロード

新潟開港150周年記念事業 ～これまでとこれから

メ モ リ ア ル プ ロ ジ ェ ク ト
▶Niiportフェスタ2019
▶新潟西港水域の愛称募集

新潟開港150周年記念事業

同フェスタで万代太鼓を披露する鼓
こ

助
すけ

（沼垂小学校児童のサークル）に所属する児童。写真左から、
南さん（６年）、風間さん（５年）、矢ヶ﨑さん（６年）、堀さん（６年）、菊池さん（６年）、杉野さん（３年）
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新潟市の人口・世帯数（５月末住民基本台帳人口。かっこ内は前月との比較
人口／798,065人（＋100） 男 384,296人（＋122） 女 413,769人（－22）　世帯数

■ 編集・発行　新潟市広報課　〒951-8550 新潟市中央区学校町通１番町602-1 T

市の各種手続き、催し案内などは土・日曜、祝日も 新潟市役所コールセンター
にいがたし みんの し や く しょ

こたえてコール 025-243-4894 年中無休
8：00～21：00

FAX 025-244-4894　Eメール 4894call@call.city.niigata.jp

新潟市の人口・世帯数 （6月末住民基本台帳人口。かっこ内は前月との比較）
人　口／790,181人（－278）
　　　　男 380,566人（－124） 女 409,615人（－154）
世帯数／340,607（+68）
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日  ７月28日（日）10時～16時
場  万代島多目的広場（中央区万代島）
￥  入場無料

　Niiportフェスタの会場で、
新潟西港水域＝写真＝の愛称を
募集します。「みなと」がイメー
ジでき、親しみやすい、みなと
エリアの魅力向上にふさわしい
愛称を寄せてください。
※７月28日（日）から新潟開港150周年
記念事業公式ホームページでも受け
付け（本面右下）

７/28に開催 関連イベント

地引き網(６時半から)、お菓子販売(８
時半から)、巡視艇乗船見学(９時から)、
ほか　
時  ６時半～12時　場  北区南浜船だま
り（北区島見町）　￥  入場無料　問   農
村整備・水産課（☎025-226-1849）

浜で遊ぼうin南浜浜で遊ぼうin南浜

ビーチフラッグス・バレー・サッカー・
テニス大会、ほか　
時10時～16時　場  日和山浜海岸（中央
区西船見町）　￥  入場無料　問   同イベ
ント実行委員会事務局（☎025-223-
3532

ビーチライフIN新潟ビーチライフIN新潟

昨年は海フェスタで
帆船に乗船しました。
ことしの夏はNiiport
フェスタで良い思い
出を作りたいです。

秋葉区 古
こ

田
だ

さん親子

昨年の海フェスタ
にいがた「海フェス
パーク」の様子

▲スマートフォンは
こちらから新潟開港150 検索

⬆

新潟開港150周年記念事業
公式ホームページをチェック

詳しい情報は

愛称を募集する水域
柳都大橋
萬代橋

Niiportフェスタ2019で応募しよう

新潟西港水域 愛称を募集

ちょこっと寄付を募集
　新潟開港150周年記念事業への「ちょこっと寄付」
を募集しています。
　寄付をした人には１口につきピンバッチ２個を進
呈。
日  12月27日（金）まで　寄付金額1口1,000円　受付窓口市内郵便局、新
潟駅万代口観光案内センター、歴史博物館みなとぴあ（中央区柳島町２）、
k
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+ 内)、ほか　 
※一部取り扱いのない郵便局あり　 
問   新潟開港150周年記念事業実行委員会事務局（2019年開港150周年推
進課内☎025-226-2162）

　アクアチューブ、
パドルボート、トラ
ンポリン、キッチン
カー各種

キッズランドキッズランド遊ぶ

川・海 ・パネル学習川・海 ・パネル学習
　海素材キーホル
ダー作り、トキの模
型色付け体験、オリ
ジナルノート作り、
海藻押し葉体験、縄
文土器パズル、ほか

手作りコーナー手作りコーナー体験
する

　川・海・港のこと
を学べるパネル紹介、
船舶の模型展示、VR
体験、ドローンシミュ
レーター、ほか

　バルーンパフォー
マンス、鼓

こ

助
すけ

による万
代太鼓の演奏（沼垂小
学校児童）、アルビレッ
クスチアリーダーズの
演舞、ほか

ステージイベントステージイベント

ひまわりさん

楽しむ

　消防艇、自衛隊車
両、津波大規模風水
害対策車、給水車、
電動バス、清掃船、
ほか

はたらく船・車 大集合はたらく船・車 大集合

ガタ子さん
（新潟市をこよなく
愛する30代の派遣OL)

　WEBサイト・にいがた通信※

で本市の地域情報を発信する
「ガタ子」さんが6月17日、
TE
チーム

AM N
ニイ

ii po
ポート

rtスペシャルク
ルーに就任しました。

※東区に本社を置くインターネット
広告会社、株式会社ユニークワン
が運営。「〇〇〇らしい」といった
特徴的な言い回しでガタ子さんが
情報を発信

にいがた通信

通信※

学ぶ

Niiportフェスタ2019大かまで開催

川・海 ・港 学習コーナー川・海 ・港 学習コーナー

7/28日
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￥  入場無料入場無料
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広告掲載の申し込みは（株）新潟日報サービスネット（☎025-233-3500）へ、１枠（7.3㎝×12.1㎝）160,000円（税込、制作料別途）。掲載した広告についての問い合わせは各広告主へ
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問い合わせ・申し込みの際は電話番号のかけ間違いがないよう注意してください

期 日 区 催し名 場所、内容など

７/27（土） 南 味方地区
ふるさと納涼まつり

味方中学校吹奏楽部、穀
こく

倉
そう

太鼓、ほか　￥１人500円の運営協力金の呼び掛けあり　時16時～21時　
場味方野球場　問味方出張所（☎025-372-6805）

８/３（土）・４（日） 西蒲 和納十五夜祭り 奉納太鼓、神
かぐらまい

楽舞、ほか　時３日…16時半～▷４日…13時～　※花火は４日20時半～　
場住吉社、八幡神社境内、ほか　問岩室温泉観光協会（☎0256-82-5715）

８/９（金）～11（祝） 中央 新潟まつり

時９日…大民謡流し19時～▷10日… 住吉行列、キラキラパレード、お祭り広場
10時～、　　　　　　　 12時40分～、手づくり子どもみこし 13時半～、
市民みこし 16時～▷11日…住吉行列 10時～　※花火は11日19時15分～。
詳しくは８月４日（日）の新聞に折り込まれる「新潟まつり新聞」または同ホーム
ページで確認　問同まつり実行委員会（新潟商工会議所内☎025-290-4411）、
観光政策課（☎025-226-2608）
催しの確認特設ナビダイヤル　☎ 0570-02-4894

８/10（土） 南 しろね祭り 納涼お楽しみ広場、よさこい、白根大凧太鼓、ほか　時16時半～　
場白根本町通商店街　問同祭り実行委員会（白根商工会内☎025-373-4181）

８/10（土） 西 日本海夕日コンサート 出演Ｋ
か ん

ＡＮ、杉山清
きよたか

貴、もるつオーケストラ、ほか　時17時～20時半（開場16時）　※花火は20時半～　￥無料（１人
500円以上の運営協力金の呼び掛けあり）　場青山海岸　問日本海夕日キャンペーン実行委員会（☎025-228-5227）

８/16（金） 中央 沼垂まつり 献
けんかとうろう

額灯籠、ほか　時19時～　場沼垂白山神社、ほか
問同まつり実行委員会（同神社内☎025-244-1821）

８/16（金） 西蒲 潟東おまつり広場
どろんこカップ

田んぼでバレーボール、運動会、宝探し、ほか　時９時～　※花火は20時半～
場潟東ゆう学館隣　問同広場実行委員会（潟東地区公民館内☎0256-86-2311）

８/16（金）・19（月）・
20（火） 秋葉 にいつ夏まつり

新津松坂流し、屋台まつり、ほか　時16日…19時半～▷19日・20日…11時～
場新津本町　問新津祭り実行委員会（☎0250-24-3777）、祭屋台たるみこし委員会（☎
0250-24-0008）

８/17（土）・18（日） 西蒲 岩室温泉まつり 神
みこし と ぎ ょ

輿渡御、ほか　時７時～　※花火は17日21時10分～　
場岩室温泉街、丸小山公園　問岩室温泉観光協会（☎0256-82-5715）

８/17（土）・18（日） 西 黒埼まつり
時  場17日… ストリートダンス・くろさき茶豆夏の陣 16時～・大野町商店街▷18日…
ステージイベント 10時半～・新潟ふるさと村　※花火は18日19時半～　
問同まつり実行委員会（黒埼出張所内☎025-377-3101）

８/17（土） 中央 夕涼みコンサート 時18時～　場歴史博物館みなとぴあ　問同館（☎025-225-6111）

８/23（金）～25（日） 西蒲 西川まつり
太鼓、パレード、みこし渡御、ほか　時23日…18時15分～▷24日…10時～▷25
日…15時半～　※花火は24日20時～　場曽根傘

かさぼこ

鉾通、ほか　問同まつり実行委員
会（西川地区コミュニティ協議会内☎0256-88-5900）

８/24（土） 中央 萬代橋誕生祭 ステージイベント、フリーマーケット、ほか　時11時～　場萬代橋周辺　
問同祭実行委員会（中央区役所建設課内☎025-223-7410）

８/24（土） 西 佐潟まつり 佐潟万
まん

燈
とう

籠
ろう

、屋台、ステージイベント、ほか　時15時～　※花火は20時～　
場佐潟公園　問佐潟観光協会（☎025-239-2315）

８/24（土）・25（日） 北 松浜まつり 山
だ

車
し

パレード、マーチングバンド、ほか　時13時～　場松浜本町　
問同まつり協賛会（北新潟商工振興会内☎025-259-5811）

８/25（日） 北・東 阿賀野川ござれや花火 時19時半～　場松浜橋上流付近　
問同花火実行委員会（北新潟商工振興会内☎025-259-5811）

８/25（日） 秋葉 小須戸燈
とうろう

籠押合い
まつり

燈
とう

籠
ろう

押合い、神楽舞、太鼓、ほか　時10時～　場小須戸本町通り　
問秋葉区役所産業振興課（☎0250-25-5689）

８/25（日） 中央 みなと・しもまち・
川祭り・2019

灯籠流し、ステージイベント、ほか　時18時～　場歴史博物館みなとぴあ　
問同館（☎025-225-6111）

８/25（日）・26（月） 江南 かめだ祭り 時25日…樽ばやし・民謡流し 18時～▷26日… キッズダンス・大
おお

岩
いわ

万
まん

燈
どう

押し合い 18時～　
場亀田本町通り　問同祭り実行委員会（亀田商工会議所内☎025-382-5111）

水上みこし渡
とぎょ

御

　７月25日(木)から、快適に利用できるよう新ルート・ダイヤ
で運行します。
●変更点
▶運行間隔を70分から30分に短縮
▶バス停「古町花街入口」などを新設
▶運行方向は白山公園先回りの１コースに
バス運賃　  １回乗車大人210円、子ども110円

（シニア半わり適用可）
１日乗車券大人500円、子ども250円

※運行 ダイヤなど詳しくは市ホームページに掲載 スマートフォンは
こちらから

■問 観光政策課(☎025-226-2608)

■新ルート
バス停 主な見どころ（※）

❶新潟駅前 ぽんしゅ館 新潟驛
えき
店

❷万代シテイ マンガ・アニメ情報館
❸本町 本町市場、人情横丁
❹東堀通六番町 マンガの家
❺白山公園前 燕喜館、白山神社
❻新津記念館前
❼護国神社入口
❽水族館前 マリンピア日本海
❾西大畑坂上 砂丘館、安吾風の館

バス停 主な見どころ（※）
10北方文化博物館
　新潟分館前

旧齋藤家別邸、
新潟市美術館

11古町花街入口 鍋茶屋通り
12旧小澤家住宅入口 フレッシュ本町
13歴史博物館前 湊稲荷神社、旧新潟税関

14ピアB
ば ん だ い

andai 朱鷺メッセ、
県立万代島美術館

15新潟日報メディアシップ 会津八一記念館、
にいがた文化の記憶館

16新潟駅前 敦
つる

井
い

美術館
※バス停名以外の施設

©高橋留美子／小学館

＝花火の打ち上げあり

＝ 新潟開港150周年　記念関連イベント夏夏のおでかけ情報　祭り・イベントに行こう

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
も
紹
介
し
て
い
ま
す

観光循環バス　新ルートになります 

▲新潟まつり

▲どろんこカップ

▲にいつ夏まつり

▲西川まつり

▲阿賀野川ござれや花火

▲かめだ祭り
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広告掲載の申し込みは（株）新潟日報サービスネット（☎025-233-3500）へ、１枠（7.3㎝×12.1㎝）160,000円（税込、制作料別途）。掲載した広告についての問い合わせは各広告主へ

市政 恒久平和を願い
追悼式・献花式などを開催

原爆死没者の冥福と恒久平和を祈念し、さまざまな行事を行います。
■問 総務課（☎025-226-2409）

行 事 日 時 会 場
原爆と人間展、本市の平和
に向けた取り組みのパネル
展示

８/８（木）～９/３（火）
※一部休館日あり

ほんぽーと中央図書館
（中央区明石２）

原爆写真パネル展示 ８/６（火）～９（金） 市役所本館１階市民ホール

原爆犠牲者追悼式 広島…８/６（火）８:13から
長崎…８/９（金）11:00から 市役所本館正面玄関前

「平和」と声に出して集まりましょう ８/６（火）９:00～10:15 市役所本館１階市民ロビー
◇平和祈念碑献花式 ８/10（土）９:00から 水戸教公園（中央区雲雀町）
◇は市役所本館前から無料送迎バスあり。希望者は７月31日(水)までに電話で同課へ
要申し込み。小雨決行
※関連情報「新潟の戦争の記憶をたどるツアー」を別冊情報ひろば１面に掲載

市政 令和２年度採用
市職員を募集

　令和２年４月１日（消防士の一部は同年９月１日）採用の市職員を
募集します＝表＝。
■申 ８月５日（月）～23日（金）に市ホームページから申し込み　
※試験案内は市役所本館案内、区役所、東京事務所など（消防士は
消防局企画人事課、消防署でも）で配布。市ホームページにも掲載
■問 人事委員会事務局（☎025-226-3515）
区 分 職 種 受験資格

免許
資格職

保育士Ａ 平成７年４月２日以降に生まれ、保育士
登録を受けている（見込み含む）

言語聴覚士 昭和54年４月２日以降に生まれ、言語聴
覚士免許がある（見込み含む）

高校卒業
程度

一般事務、土木、土木（水道）、電
気（水道）、消防士、学校事務Ａ 平成10年４月２日～14年４月１日生まれ

学校事務Ｂ 平成元年４月２日～10年４月１日生まれ

スマートフォンは
こちらから

旬の野菜でおいしく減塩
「野菜 de ちょいしおメニュー」を提供

　市民の皆さんから減塩に取り組む機会を増やしてもらうことを目
的に、県立大学健康栄養学科の学生が開発したメニューを含む「野
菜 de ちょいしおメニュー」を市内のレストラン３店舗で期間限定
で提供しています。１食当たりの野菜使用量が120ｇ以上、食塩使
用量が３ｇ未満であることを条件と
し、減塩でもおいしく食べられるよ
う工夫しています。夏野菜をたっぷ
り使った健康的なメニューでおいし
く減塩してみませんか。
●提供期間　８月31日（土）まで　
※予定数量がなくなり次第終了。ト
ラットリア ノラ・クチーナはあす
22日から。詳しくは各店舗へ問い
合わせ
■問 健康増進課（☎025-212-8166）

市政 お得なプレミアム付商品券
あす22日に申請書を発送

　10月１日からの消費税率引き上げによる住民税非課税者や子育て
世帯への影響を緩和するため、最大２万円で２万５千円分使用でき
るお得な「プレミアム付商品券」を販売します。
　同商品券の購入には購入引換券が必要です。あす22日に下記対象
者へ購入引換券交付申請書を発送します。対象と思われる人で申請
書が届かない場合は問い合わせてください。
●申請書発送対象　次の全てに該当する可能性がある人
❶１月１日時点で本市に住民登録がある
❷平成31年度の住民税が課税されていない（ただし、生活保護受給
者や課税者と同一生計の配偶者・扶養親族などは除く）
※子育て世帯（平成28年４月２日～令和元年９月30日に生まれた子
がいる世帯）の世帯主は発送対象外（申請不要）
●申請方法　11月30日（土）までに同申請書を同封の返信用封筒で
返送、または区役所に開設した相談窓口に持参
※購入引換券は９月下旬から順次発送。同商品券の購入・使用可能
期間は10月１日～来年３月31日
■問 同商品券コールセンター専用ダイヤル（☎0570-085-025、一部
のIP電話などからは☎025-226-4500）

東京2020オリンピック競技大会
聖火ランナーを募集

東京2020オリンピック競技大会聖火リレーで、県内を走る聖火
ランナーを募集しています。
●期日　令和２年６月５日（金）・６日（土）
●対象　平成20年４月１日以前に生まれた人（ただし、国会議員、地
方公共団体の議員・首長、公職の候補者、政党などの党首とこれに
準じる人は除く）
●定員　36人程度（選考あり）　●参加費　無料
■申 ８月31日（土）までに、県ホームページから申し込
み、または所定の応募用紙を東京2020オリンピック聖
火リレー等新潟県実行委員会へ　※募集要項、応募用
紙は市役所本館案内、区役所地域総務課（東・中央・西
区は地域課）、出張所、公民館、市の体育施設・図書館
などで配布。県ホームページにも掲載

▷県ホームページ内　 聖火ランナー　募集要項 検索
⬆

■問 スポーツ振興課（☎025-226-2601）

スマートフォンは
こちらから

文化・スポーツ・観光き
ょ
う
２１
日
は
参
議
院
議
員
通
常
選
挙
の
投
票
日

健康・医療

手作りハンバーグのカルトッチョ～豊
栄夏野菜のトマトソース包み
（食塩相当量2.9g）

トラットリア ノラ・クチーナ
（北区葛塚☎025-387-5200）

ちょいしお夏野菜定食
（食塩相当量2.9g）

農園のカフェ厨房 トネリコ
（西蒲区下山☎0256-78-7515）

タカギのフレッシュトマトと夏野菜の
タコライス（食塩相当量2.9g）、ほか１品

ラ・トラットリア・エストルト
（北区新崎☎025-259-8000）
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連載・おでかけナビ

日日時　対対象　定定員　￥参加費　申申し込み

新潟市マンガ・アニメ情報館
中央区八千代２　☎025-240-4311　開館時間11:00～19:00
※土・日曜、祝日10:00から。８/13(火)17:00まで

●企画展示「ガンダムワールド2019 in 新潟」
日７/27(土)～９/８(日)　￥一般1,200円、中学・
高校生700円、小学生500円　※前売り券あり。土・
日曜、祝日は小・中学生無料

￥無料　※各30分。育児相談あり(要予約)
●絵本読み聞かせ　日７/25、８/８・22(木)11:00
●演奏会　日７/28(日)14:00
●ベビー＆ママヨガ　日８/１(木)11:00
●夏祭り　日８/13(火)11:00
●親子でダンス　日８/15(木)11:00
●親子バレエ　日８/25(日)14:00
●海の探検ごっこ　日８/27(火)11:00

子育て応援ひろば
中央区西堀前通６、Co-C.G.ビル４階
☎025-226-7730　開館時間９:00～19:00

市児童センター
中央区東万代町　☎025-246-7715　
開館時間９:00～17:00　※月曜(祝日の場合翌日)休館

￥無料
❶尺八ミニコンサート　日７/31(水)13:30～14:00
❷ナマラ金子ボボさんお笑いライブ　
日８/１(木)10:30～11:30　定先着80人
❸カプラ®ブロック　
日８/４(日)10:00～12:00
❹牛乳パックでキューブパズル作り　
日８/７(水)13:30～15:00
❺折り紙タイム　日８/10(土)14:00～15:00
❻将棋教室　
日８/17(土)13:30～15:00　定先着20人
❼読み聞かせタイム　日８/18(日)14:00～15:00
❽夏休み映画祭　
日８/21(水)14:00～15:15　定先着150人
❾オセロ講習会・大会　
日８/24(土)13:00～15:15　定先着20人
10ギター教室　
日８/31(土)10:30～12:00　定先着10人
対小学生以下(❻❾10小学生)　※就学前児は保護
者同伴　
申❷❻❽❾10７/25(木)13:00から電話で同セン
ター

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

￥無料
❶夏休み工作教室
日８/４(日)10:00～12:00　対４歳以上　
※就学前児は保護者同伴　定先着12人
❷バドミントン
日８/11(祝)10:00～11:00　対小学生　定先着10人
❸キッズダンス
日８/25(日)13:30～15:00　対４歳～小学生　
※就学前児は保護者同伴　定先着20人
申❶は７/24(水)、❷は７/31(水)、❸は８/14(水)
９:30から電話で同施設

￥一般1,500円、小・中学生600円、幼児(４歳か
ら)200円
●企画展示「身近に潜む海の危険生物」
日９/16(祝)まで
※このほか別冊情報ひろば１面にもお知らせを掲載

マリンピア日本海
中央区西船見町　☎025-222-7500　
開館時間９:00～17:00

●お盆おもてなし祭り
日８/10(土)～12(振休)９:00～18:00　￥入場無料
●スイカ割り体験
日８/11(祝)11:00～12:00、13:00～14:00　※各
回30分前に整理券を配布　対小学生以下（保護者
同伴）　定各回先着30人　￥無料　
※このほか別冊情報ひろば２面にも講座を掲載

アグリパーク
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

￥無料
❶親子わらべうた遊び　
日８/５(月)10:30～11:00
❷クライミングウォール　
日８/７・21(水)13:30～15:00
❸シークレット工作　
日８/16(金)13:00～14:00　定先着15人
❹ものづくり　
日８/20(火)～22(木)９:30～11:30、13:00～
16:00　※材料がなくなり次第終了
対❶２歳以下の親子❷小学生～18歳と保護者❸❹
５～18歳と保護者　※このほかの催しは同センター
ホームページに掲載

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

●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　￥無料　
※時間、内容は同施設ホームページに掲載

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

同校区は海抜０ｍ地帯の低地があり、災
害時に甚大な被害が出る恐れのある地域で
す。数年前に校長先生から「地域課題の解決
のために学校ができることを考えたい」とコ
ミュニティ協議会に相談があり、学校と一
緒になって防災教育が始まりました。
髙見さんなどの地域の人がゲストティー

チャーになり、保護者や地域の人も参観す
る授業で「地震が起きたときに自分の命を守
る避難方法」や「避難所での活動」などを教え
ています。
「避難所では困っている人を助けたり物資
を運搬したりと、小学生でもできることが
ある」と髙見さん。子どもたちには「見て見
ぬふりをせずにボランティアの気持ちで行
動し、地域を愛する将来のリーダーに育っ
てほしい」と話してくれました。

■問 地域教育推進課(☎025-226-3277)
東山の下小学校「防災・減災」学習ボランティア
東山の下地区コミュニティ協議会　髙

たか

見
み

清
せい

也
や

さん

●❷学校支援ボランティア地域と学校
パートナーシップ

事業

紹介します

▲「身を守る方法」を学ぶ

▲髙見さんが授業を行う様子。
「子どもと接することで元気を
もらえる」とのこと

■問  市役所コールセンター（☎025-243-4894）
文化政策課（☎025-226-2565）

みんなが主役の文化祭 9/15日～11/30土開催

９月15日（日）から「国民文化
祭にいがた2019茶会」を開催し
ます。抹茶、煎茶などの茶道11
流派が参加する、ほかに類を見
ない大規模な茶会です。

文化祭の楽しみ方Vol.2 ～日本文化を体験

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❸

楽しみ方を聞きました
毎日３流派が茶席を設け、流派に

よる違いが体験できます。子どもも
初心者も気軽に楽しめる内容です。
　ぜひお越しください。

県茶道連盟理事長　中野宗
そう

順
じゅん

さん

■日 ９/15（日）～19（木）10:00～15:30　
■場りゅーとぴあ能楽堂（中央区一番堀
通町）、ほか　■￥当日券３席分2,100円　
※前売り券（2,000円）希望者は電話で新
潟県茶道連盟（☎025-276-0848）へ

特別企画展  「きものの装いと帯結び、
日常に活かす折

おり

形
かた

・風呂敷」、「礼
れい

法
ほう

折形体験会」を開催
■日９/15（日）15:00～17:00、16（祝）10:00～16:00
■場りゅーとぴあギャラリー　■￥無料

投
票
時
間
７
時
〜
20
時　

■問
市
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管
理
委
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お知らせ
６月議会定例会閉会
22議案を可決
　６月議会定例会が７月３日に閉会
しました。新潟駅連続立体交差事業
などの経費を盛り込んだ一般会計補
正予算や、条例の改正など22議案を
可決しました。　■問議会事務局議事
課（☎025-226-3395）
にしかん観光周遊ぐる～んバス
試乗モニター募集
　７月から運行を開始した同バスに
試乗してアンケートに回答する人を
募集します。　※モニターには１日
フリーパス（８月３日～９月１日のい
ずれかの土・日曜に使用可）を進呈
■対小学生と保護者　■定50組（２人１
組）　■申７月30日（火）までに、はが
きに基本事項を記載し、〒953-
8666（住所不要）、西蒲区役所産業
観光課（☎0256-72-8454）へ
日本赤十字社　平成30年７月
豪雨災害義援金受け付け延長
令和２年６月30日まで受け付け　
募金箱設置場所市役所（本館・分館地
下売店）、区役所健康福祉課、出張
所、連絡所、関屋行政サービスコー
ナー、市パスポートセンター
（NEXT21）、ほか　
口座振替（ゆうちょ銀行・郵便局）口
座番号「00130-８-635289」▷口座
名義「日赤平成30年７月豪雨災害義
援金」　※受領証の発行希望者は通
信欄に「受領証希望」と記載。窓口で
の振替手数料は無料　
■問同社新潟市地区本部（福祉総務課
内☎025-226-1169）
40～56歳の男性
風しんの抗体検査と予防接種を
　昭和37年４月２日～54年４月１
日生まれの男性は、令和４年３月31

日まで風しんの抗体検査・予防接種
を自己負担額無料で受けられます。
昭和47年４月２日～54年４月１日
生まれの男性には今年４月にクーポ
ン券を発送済みです。特定健診や事
業所健診時などにクーポン券を持参
して、早めに抗体検査を受けましょ
う。　※昭和37年４月２日～47年４
月１日生まれの男性には来年度以降
に発送（今年度検査を希望する場合
は要問い合わせ）。詳しくは市HPに
掲載
■問保健管理課（☎025-212-8194）
「中小企業の日」を制定
　本市では中小企業振興
基本条例に基づき、中小企
業振興の取り組みを進め
ています。中小企業への正しい理解
を醸成するため、国が今年から７月
20日を「中小企業の日」に制定し、７
月を「中小企業魅力発信月間」とする
ことが決まりました。
■問産業政策課（☎025-226-1610）
2019年度版「障がい者（児）
福祉のしおり」配布
　障がいのある人が受けられる交通
機関などの運賃割引や医療費助成、
補装具、日常生活用具などの支援制
度のほか、障がい福祉サービスや入
所・通所できる施設、各種相談窓口
を紹介しています。
配布場所区役所健康福祉課、出張所、
地域保健福祉センター　■問同課
７/22～28は「肝臓週間」
肝炎は早期発見・早期治療
　過去に肝炎ウイルス検査を受けた
ことがない人を対象に委託医療機関
で無料の検査を行っています。検査
で陽性と判定され、要件を満たす人
には医療費を助成します。　※詳し
くは市HPに掲載　
■問保健管理課（☎025-212-8194）

障がいへの理解を深める
作文・ポスターを募集
■申９月11日水曜（必着）までに所定の
応募用紙と作品を障がい福祉課（市
役所本館☎025-226-1248、℻025-
223-1500）へ　※作品のテーマ・規
定など詳しくは募集要項に掲載。募
集要項、応募用紙は同課で配布。市
HPにも掲載
心の輪を広げる体験作文　
部門小学生、中学生、高校生・一般
障害者週間ポスター　
部門小学生、中学生
マリンピア日本海（中央区西船見町） 
フォトコンテスト作品募集
■対同施設で撮影した写真　■申11月
11日（月）までにメール（photo@
marinepia.or.jp）で作品と所定の応
募票を同施設（☎025-222-7500）へ　
※応募票、募集要項は同施設HPに掲
載。このほか本冊５面にも催しを掲載
萬代橋Tシャツ　７/25から販売
　萬代橋誕生祭の開催を記
念し販売する「萬代橋Tシャ
ツ」のデザインが、応募の中
から村井孝昭
さんの作品に
決まりまし
た。　販売期
間７月25日
（木）～９月29日（日）　販売場所同祭
実行委員会事務局（中央区役所建設
課内）、萬代橋サンセットカフェ（万
代テラス）　※８月24日（土）の同祭
会場でも販売　■￥2,500円　※３色
（白・紺・黒）、160・M・L・XLの４
サイズ
■問同事務局（☎025-223-7410）
固定資産税・都市計画税（第２期） 
納期限は７/31
　納期限まではコンビニエンススト
アでも納付できます。市税の納付に

は口座振替が便利で確実です。　
■問納税課（☎025-226-2294）
８/４
南区　市道北田中線高井橋開通
　中ノ口川右岸側取り付け道路は当
面の間片側交互通行となります。　
※同橋周辺の通行止めは８月４日
（日）15時まで延長　■問西部地域土
木事務所（☎0256-78-8579）

●根岸小学校至 新潟N

諏訪神社
●

車
両
通
行
止

中
ノ
口
川

根 岸 橋

北田中高 井 橋

８/４（日）
15:00 開通

８220325

片側交互通行

新潟の戦争の記憶をたどるツアー
■日８月10日（土）８時25分～12時40
分　■集■解新潟駅南口　
コース平和祈念
碑献花式、水戸
教公園・宇

う

品
じな

丸
まる

慰霊塔、歴史博
物館みなとぴあ　■定26人（小学生以
下は保護者同伴）　■￥無料　■申７月
31日（水）までに、はがきに基本事項、
参加者全員（２人まで）の郵便番号・
住所・年齢・電話番号を記載し、
〒951-8550、総務課（☎025-226-
2409）へ　※申し込みは１組１通。
このほか本冊４面に関連情報を掲載
♣新潟まつり花火大会　
翌朝清掃ボランティアを募集
■日８月12日（振休）６時半～７時半　
■集萬代橋下　■申８月２日（金）までに
電話で廃棄物対策課（☎025-226-
1405）
非常勤職員の募集
　現在募集中の非常勤職
員の情報は市HPに掲載し
ています。
▶市HPから 職員募集情報一覧 検索

■新潟市ホームページ　http://www.city.niigata.lg.jp/　　新潟市広報課Facebookページ　https://www.facebook.com/niigatacitykoho
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電
話
番
号
案
内

市急患診療センター ☎025-246-1199
口腔保健福祉センター ☎025-212-8020
西蒲原地区休日夜間急患センター 　☎0256-72-5499
水道局　  0120-411-002（または☎025-266-9311）

北 区 役 所（〒950-3393）　☎025-387-1000
東 区 役 所（〒950-8709）　☎025-272-1000
中央区役所（〒951-8553）　☎025-223-1000
江南区役所（〒950-0195）　☎025-383-1000

消防局 ☎025-288-3191
火災情報テレホンガイド ☎025-285-1119
災害時の問い合わせ ☎025-226-5656
市　役　所（〒951-8550） ☎025-228-1000

秋葉区役所（〒956-8601）　☎0250-23-1000
南 区 役 所（〒950-1292）　☎025-373-1000
西 区 役 所（〒950-2097）　☎025-268-1000
西蒲区役所（〒953-8666）　☎0256-73-1000
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NST　八千代ライブ内情報コーナー　
７/26（金）　15：50～

UX　知ットク！新潟　毎週土曜　11：58～

TeNY　いきいき新潟　毎月第１・３土曜　11：40～

NCV（ケーブルテレビ）　水の都新潟市　
毎月第２・４土・日曜　９：00～　12：00～、ほか

FM新潟 NICE TOWN にいがた 毎週土曜　7：55～　77.5MHz
BSN おはよう！新潟市です 毎週金曜　7：50～　AM 1116KHz　FM 92.7MHz

FM Port 新潟シティ・インフォメーション 毎週土曜　9：50～　79.0MHz
FM KENTO What's Up NIIGATA CITY 毎週月～金曜　8：25～　 76.5MHz
エフエム新津 クリック！秋葉区 毎週月～金曜　10：00～　76.1MHz
FM角田山 西蒲ぽかぽか情報 毎週月・水・木曜　12：00～　84.9MHz

ウ
ェ
ブ

市報にいがた

区役所だより

＝日時、期日、期間、会期　　　＝時間　※時間は24時間表記
＝会場　　　＝集合場所　　　＝解散場所
＝対象（記載のないものはどなたでも参加可）
　＝定員（「先着」の表記がないものは、応募多数の場合抽選）
＝参加費（記載のないものは無料。趣味・講座、催し物は無料を明記）
＝申し込み（記載のないものは申し込み不要。当日直接会場へ）
HP=ホームページ
　＝ 問い合わせ（区役所●●課の場合は電話番号案内に記載の区
役所代表番号にかけてください）
＝子ども、親子向け情報　　 ＝高齢者向け情報

♣＝にいがた未来ポイント対象事業　

■日 ■時
■場 ■集 ■解
■対
■定
■￥
■申

■問

情報
ひろば
information

別
冊

市役所コールセンター（８時～21時☎025-243-4894）
FAX 025-244-4894　Eメール 4894call@call.city.niigata.jp

　はがき・往復はがき・FAX・メー
ルでの申し込みの場合は、右の「基
本事項」を記載してください。それ
以外の事項を記載する場合は、個
別の記事ごとに示しています。　
※送り先が「〒951-8550」の場合
は住所の記載不要

申し込みのときは
「基本事項」の記載を

※往復はがきは返信先も明記

はがきの場合（裏面）

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

＝日＝日時時時、期日期日期日 期期、期間間、会期会期会期　　 ＝時＝時＝時間間 ※時※時※時間は間は2424時間時間時間表記表記表記
会会＝会場場場　　 集集＝集合場合場合場所所所 　 解解＝解散場散場散場所所所
対対＝対象（象（象（記載記載記載のなのないもいものはのはどなどなどなたでたでも参も参も参加可加可加可）））
定＝定 （員（「先「先着」着」 表の表 が記がないものは、応募応募多数多数 場の場合抽合抽選）選）

＝参加費（記載のないものは無料。趣味・講座、催し物は無料を明記）
＝申し込み（記載のないものは申し込み不要。当日直接会場へ））
HPHP=ホホホームムムページジ
＝ 問い問い問い合わ合わ合わせ（せ（せ（区役区役区役所●所●所●●課●課●課の場の場の場合は合は合は電話電話電話番号番号番号案内案内案内に記に記に記載の載の載の区区区
役所役所役所代表代表代表番号番号番号にかにかにかけてけてけてくだくだくださいさいさい）））
＝子＝子どもども 親、親子向子向け情け情報報 　 ＝高＝高齢者齢者向け向け情報情報

♣＝に＝にいがいがいがた未た未来ポ来ポインイント対ト対象事象事業業　

■■■■ ■■■■
■■■■■ ■■■■■ ■■■■■
■■■
■■■■■■
■■■■■■
■■■■■■

■■■■

記号のみかた
＝日時、期日、期間、会期　　　＝時間　※時間は24時間表記
＝会場　　　＝集合場所　　　＝解散場所
＝対象（記載のないものはどなたでも参加可）
　＝定員（「先着」の表記がないものは、応募多数の場合抽選）
＝参加費（記載のないものは無料。趣味・講座、催し物は無料を明記）
＝申し込み（記載のないものは申し込み不要。当日直接会場へ）
HP=ホームページ
　＝ 問い合わせ（区役所●●課の場合は電話番号案内に記載の区
役所代表番号にかけてください）
＝子ども、親子向け情報　　 ＝高齢者向け情報

♣＝にいがた未来ポイント対象事業　

■日 ■時
■場 ■集 ■解
■対
■定
■￥
■申

■問



趣味・講座
♣秋のスポーツ教室
14施設で開催　参加者を募集
　各種スポーツのほか、音楽に合わ
せた動きで脂肪を燃焼させるダンス
系エクササイズなど約400教室を用
意しています。詳しくは「体育館
フィットネスプログラムガイド」に掲
載しています。　■￥教室により異なる　
ガイド配布場所北地区スポーツセン
ター、東総合スポーツセンター、市
庭球場、下山スポーツセンター、鳥
屋野総合体育館、西海岸公園市営
プール、市体育館、陸上競技場、亀
田総合体育館、白根カルチャーセン
ター、白根総合公園屋内プール、味
方体育館、西総合スポーツセンター、
黒埼地区総合体育館、市役所本館・
分館案内、区役所、イオン（新潟南・
新潟東・新潟西・新潟青山・白根店）、
ラブラ万代、アピタ、ほか　※開発公
社HPにも掲載　■問同公社スポーツプ
ロモーション課（☎025-265-6735）
白山公園空中庭園（中央区一番堀通町）
朝ヨガ教室
■日７月25日～９月26日（８
月15日を除く木曜）７時15
分～８時15分　※雨天中止。
ヨガマットまたはバスタオルを要持参　
■定各日先着40人　■￥ 各回300円　
■問同公園駐車場（☎025-225-3021）
旧齋藤家別邸の講座（中央区西大畑町）
■申７月24日（水）９時半から電話で同
施設（☎025-210-8350）　※各別
途観覧料が必要
同施設の魅力とみどころ　■日７月31
日（水）13時半～14時半　■定先着15
人　■￥500円
日本庭園・数寄屋造りのみかた　
■日８月６日（火）　■時初級…10時▷
中級 …13時半　 ※各 ２ 時間半　
■定各先着10人　■￥1,000円
俳優・高橋長

ちょうえい

英の生き方と手紙　
■日 ８月31日（土）10時半～12時　
■定先着20人　■￥200円
♣ 陸上競技場（中央区一番堀通町）
産後ママのルーシーダットン
■日８月２日～23日（金曜全４回）14
時半～15時15分　■対産後１年未満
の人（０歳の子も参加可）　■定先着10
人　■￥2,000円　■申７月24日（水）
13時半から電話で同施設（☎025-
266-8111）
■早朝開館時間を拡大（トレーニン
グ室を除く）
■日あす22日～８月31日（土）７時～
９時　※大会開催日を除く
美術講座
■場 ゆいぽーと（中央区二葉町２）　
■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
頭像彫刻　■日８月17日～25日（土・
日曜全４回）９時半～16時　※25日
は13時まで　■定６人　■￥5,000円　
申込期限８月２日（金）　
フォトセミナー　■日８月25日（日）13
時半～16時半　■定30人　■￥1,000
円　申込期限８月９日（金）

相　談
心の悩みや不安　「こころの
健康センター」に相談を
相談・予約電話☎025-232-5560
※来所相談は電話で要予約（月～金
曜８時半～17時）。家族や関係者も
相談可
精神保健福祉相談員による相談　
■日月～金曜９時～16時半　精神科
医による相談（❶どなたでも❷思春期
青年期❸高齢者）　■日❶木曜９時～
12時❷偶数月第２木曜13時半～16時
❸第２火曜・第４木曜13時半～16時　
依存症専門相談員による相談　■日第
１・３月曜13時半～15時半　臨床
心理士による相談　■日第２水曜14
時半～16時半、第４水曜18時半～
20時半
新築・増築・リフォームなど
専門家による住宅建築相談会
■日８月６日（火）９時半～12時　■場建
築行政課（市役所分館）　■定先着５組　
■申７月24日（水）８時半から電話で同
課（☎025-226-2845）
専門相談員による
生活・就業・養育費相談
■日月～金曜９時半～16時半　■対ひ
とり親家庭の人
生活就業相談　☎025-281-5587　
養育費相談　 ☎ 025-281-5546　
※来所相談（■場ひとり親家庭等就業・
自立支援センター）は電話で要予約。
第４木曜は18時～20時に弁護士が
養育費の来所相談に対応
里親に関心がある人向け
相談・説明会
■場児童相談所（中央区川岸町１）　
■申開催日前日17時までに電話で同
施設（☎025-230-7777）
制度説明会　■日８月20日（火）、９月
19日（木）10時～11時半　
個別相談会　■日８月15日（木）、９月
13日（金）９時～17時
アルザにいがた相談室
■問同施設（中央区東万代町☎025-
246-7713）
こころの相談　電話相談☎025-
245-0545　■日水・日曜10時～15
時半、金曜14時～19時半　面接相
談　■日火・水・木・土曜10時～17
時　※相談ダイヤルで要予約
女性のこころとからだ専門相談　
■日第２水曜14時～17時　■場新潟大
学旭町キャンパス　■対女性　■定先着
３人（要予約）　■申電話で同施設
男性相談員による男性電話相談　☎
025-246-7800　■日第４火曜18時
半～21時　■対男性
性的マイノリティ電話相談　☎025-
241-8510　■日第１月曜17時～20
時半　※８月は19日（月）も実施
若者支援センター「オール」
（中央区東万代町）

悩みを解決する相談窓口や居場所、
自信を育てる講座やイベントを紹介　
■日月～金曜９時～17時　■対本市在
住・在勤・在学の15～39歳 とその
家族　※要予約　
相談・予約電話☎025-247-6777

記号のみかたなどは１面参照
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公式キャラ
クター

シカモ

 学校を通じ児童・生徒に案内 　日本脳炎・二種混合予防接種　小学４年生に日本脳炎２期、小学６年生に二種混合の予防接種を案内しています。　※母子健康
手帳などで確認し、接種不足がある場合は医療機関で相談　■問保健管理課（☎025-212-8194）　

　地域の自然や歴史、文化
の魅力を再発見する市民
プロジェクトを実施しま
す。　※開催日などが変更
になる場合あり。詳しくは
各団体 に 問 い 合 わ せ　
■問 文化創造推進課（ ☎
025-226-2624）
ニュー沼垂ラジオ　
水と土と沼垂
市民ギャラリー　■日８月３日（土）～
10月30日（水）10時～16時　※月・木
曜を除く　■場なじらね沼垂しんこ屋
（中央区沼垂東２）　■￥イベントによ
り異なる　
■問同施設（☎025-244-7289）
■主なイベント　※◇は要申し込み
◇染付体験　■日８月４日（日）
◇彫金小皿作り　■日８月25日（日）
◇沼詩人　■日９月１日（日）　
ライブ放送　■日10月13日（日）
砂丘館（中央区西大畑町）　潟の記憶展
写真・絵画などの展示　■日８月６日
（火）～10月６日（日）９時～21時　
※月曜（祝・休日の場合は翌日）休館　

■￥無料　■問同館（☎025-222-2676）
講演会　■日８月17日・31日（土）、９月
15日（日）　■￥500円　※要申し込み
わく灯

とう

篭
ろう

で夕涼み
夏の夜を灯篭で照らす　■日８月５日
（月）～９月１日（日）19時～21時　
■場亀田排水路公園、亀田市民会館、
ほか　■￥無料　■問亀田商工会議所
（☎025-382-5111）
礎
いしずえがま

窯（中央区礎町通６）
O
ワ ン

NE M
モ ア

ORE C
カ ッ プ

UP S
ス ト ー リ ー

TORY
作
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陶
とう

・窯
かま

焚
たき

体験、ほか　■日11月10
日（日）まで　※実施日は要問い合わ
せ　■場同施設　■￥作陶800円（高校
生以下600円 ）　 ※要申 し 込 み　
■問礎窯サポーターズ（☎090-4823-
8468）
潟の夢映画祭
映画制作、上映、ほか　■日12月１日
（日）まで　■場市内各所　■￥イベント
により異なる　■問同祭実行委員会
（☎090-7564-6301）
■主なイベント
制作参加者説明会　■日■場７月27日
（土）16時・市民活動支援センターニ
コット（中央区西堀前通６）、28日（日）
19時・ゆいぽーと（中央区二葉町２）　
映画上映会　■日11月30日（土）

地域の宝を紹介
市民プロジェクト2019

※10月４日は10時25分から（希望
者は有料で給食体験可）　■場新潟小
学校（中央区東大畑通 １）、同館　
■対妊婦　■定先着20人　
１日講座　■日10月12日（土）10時～
12時　■場同館　■対妊婦とその夫　
■定先着20人
アルザにいがた（中央区東万代町） 
DV被害相談員向け講座
DV加害者更生プログラムを学ぶ　
■日９月13日（金）13時半～15時半　
■定50人（保育あり、生後６カ月～就
学前児５人、要予約）　■￥無料　■申９
月２日（月）までに電話で同施設（☎
025-246-7713）
点訳奉仕者初級講習会
■日９月18日～11月６日（水曜全８
回）10時～12時　■場総合福祉会館（中
央区八千代１）　■定20人　■￥2,500
円　■申８月19日（月）までに電話で目
陽会・ 皆川（ ☎025-271-0636）　
■問障がい福祉課（☎025-226-1238）
アグリパークの講座（南区東笠巻新田） 
青空フリーマーケット　■日９月21日
（土）・22日（日）10時～15時　■￥入
場無料　※出店者を募集。詳しくは
同施設HPに掲載　■問同施設（☎025-
378-3109）　
※このほか本冊５面にも催しを掲載
■食品加工支援センター　９月の講座
■時13時～16時　■申７月24日（水）９
時から電話で同センター（☎025-
378-2158）
❶液体冷凍加工の座学　■日４日（水）　
❷ナスのペンネグラタン　■日７日（土）
❸ハーブ利用の調理品　■日13日（金）　
❹ベーグルパン　■日21日（土）　
❺グリッシーニパン　■日28日（土）
■定各先着10人（❶先着20人）　■￥各
2,000円（❶500円）

日本画　■日９月７日（土）・８日（日）
10時～16時　※全２回　■定15人　
■￥3,000円　申込期限８月23日（金）
♣白根カルチャーセンター
姿勢改善エクササイズ
■日８月20日～９月24日（火曜全５回）
11時45分～12時35分　■対40歳以上　
■定先着20人　■￥2,500円　■申７月24
日（水）９時から電話で同センター（南
区上下諏訪木☎025-373-6311）
公民館の登録保育者養成講座
■日９月５日（木）～11月25日（月）９
時半～11時半　※全５回。９月25日
は13時～16時。このほか保育実習
を２回実施　■場黒埼市民会館（西区
鳥原）　■対次の公民館で活動できる
62歳以下の人❶豊栄地区公民館❷
中地区公民館❸新津地区公民館❹白
根地区公民館❺小針青山公民館　
※館により活動曜日は異なる　■定各
館２人程度　■￥無料　■申８月19日
（月）までに電話でアルザにいがた（☎
025-246-7713）
歴史講座
「古資料が語る新潟の歴史」
■日９月７日～10月19日（土
曜全４回）13時半　※各２
時間40分。10月12日は14
時から　■場万代市民会館（中央区東
万代町）　■定先着250人　■￥400円　
■申７月25日（木）から電話で市役所
コールセンター（☎025-243-4894）　
■問歴史文化課（☎025-226-2584）
プレママ学校
助産師などによる出産育児準備の話、
ほか　■￥無料　■申７月24日（水）９時
から電話で中央公民館（中央区礎町
通３☎025-224-2088）
連続講座　■日９月18日～10月23日
（水・金・土曜全４回）10時～12時　
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非核平和絵画展
広島平和記念資料館所蔵の絵画60
点を展示　■日８月６日（火）～18日
（日）10時～17時　※13日（火）を除
く　■場新津美術館（秋葉区蒲ヶ沢）　
■￥無料　■問秋葉区役所地域総務課
（☎0250-25-5673）
動物愛護センター（中央区清五郎） 
８月の催し
❶犬の飼い方相談会　■日６日（火）13
時～14時半　■定先着６人　■￥無料
❷犬と猫の譲渡会　■日猫…１日
（木）・10日（土）・15日（木）・18日
（日）・24日（土）・30日（金）13時～
14時半▷犬…９日（金）・21日（水）・
31日（土）13時～15時　※過去１年
間に譲渡前講習を受講した人は、猫
は13時半、犬は14時から　■￥無料
■申❶７月24日（水）９時から電話で同
センター（☎025-288-0017）❷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
阿賀野川ござれや花火
観賞バスツアー
■日８月25日（日）17時半～22時半　
■集■解新潟駅南口　■定43人（中学生以
下は保護者同伴）　■￥6,990円（桟敷
席、弁当付き）　■申７月31日（水）ま
でに、はがきに基本事項、参加人数
（４人まで）を記載し、〒950-3308、
北区下大谷内378-43、（株）フリー
ウェイツアーへ　※当選者のみ８月
５日までに案内を発送　■問北区役所
産業振興課（☎025-387-1356）
講演会「子どもの才能の
見つけ方・伸ばし方」
■日８月31日（土）13時半～15時半　
講師辻井いつ子（ピアニスト辻井伸
行さんの母）　■場西川多目的ホール
（西蒲区曽根）　■定500人　■￥無料　
■申８月９日（金）までに電話で市役所
コールセンター（☎025-243-4894）　
※当選者のみ８月16日までに入場券
を発送。保育あり（１歳～就学前児、
先着15人、要申し込み）　■問西蒲区
役所地域総務課（☎0256-72-8161）
東区　工場夜景バスツアー
印刷工場見学と夕日クルーズ
■日９月５日（木）14時50分
～21時10分　■集■解新潟駅
南口または東区役所　■定40
人　■￥4,000円（夕食付き）　■申８月
20日（火）17時までに電話で新潟交
通（株）くれよん万代（☎025-241-
1116）　■問東区役所地域課（☎025-
250-2170）
プロのマンガ家を目指す人へ
出張編集部添削会　
■日10月12日（土）11時～
17時　■場JAM日本 アニ
メ・マンガ専門学校（中央
区古町通５）　編集部（株）講談社な
かよし編集部、ほか４社　■対中学生
以上　■￥無料　※９月１日（日）申し込
み開始で先着順。詳しくは市HPに掲載　
■問文化政策課（☎025-226-2566）

介護職員初任者研修
■日９月26日（木）～来年１月21日
（火）９時～16時　※全29回　■場総
合福祉会館（中央区八千代１）　■対本
市在住・在勤で全日程に参加できる
人　■定20人　■￥56,995円　■申８月
21日（水）までに市社会福祉協議会
HPで申し込み　■問同協議会経営管
理課（☎025-243-4360）
美尻トレーナー岡

おか

部
べ

友
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による
講演・トレーニング
■日10月６日（日）11時、15時　※各
２時間　■場東総合スポーツセンター
（東区はなみずき３）　■対女性（就学前
児不可）　■定各先着200人　■￥4,000
円　■申 ７月24日（水）10時から
TeNYチケット専用ダイヤル（☎
025-281-8000）
■問開発公社スポーツプロモーション
課（☎025-265-6735）

催し物
中之口農業体験公園（西蒲区東小吉）
周年祭
桃・ブドウ・野菜の販売、冷やし汁
の無料サービス　■日７月27日（土）
10時～15時　■￥入場無料　
■問同公園（☎025-375-2505）
■花・野菜作り体験
■対農業者を除く本市在住の人　■申７
月24日（水）９時から電話で同公園
❶球根花　■日８月24日（土）～12月
（全５回）　❷秋野菜　■日８月24日
（土）～11月（全８回）　❸冬野菜　
■日８月31日（土）～来年３月（全９回）　
❹春野菜　■日９月23日（祝）～来年
６月（全８回）　❺収穫　■日10月５日
（土）～11月（全３回）
■定各先着20組（❶❺各先着15組）　
■￥各2,700円（❺2,200円）
新田清掃センター（西区笠木） 
リサイクル品展示提供
■日７月29日（月）～８月９日（金）９時
～17時　■対小学生以上１人１点　抽
選日時８月14日（水）14時　■￥無料　
■問同センター（☎025-263-1416）
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８月３日
（土）～15日（木）９時～17時　※５
日（月）・13日（火）を除く。本市在住
の小学生以上１人１点　抽選日時８
月18日（日）14時から
フリーマーケット出店者募集　■日８
月４日（日）10時～13時　■対18歳以
上　■定20区画　■￥ １ 区画500円　
■申７月28日（日）までに電話で同施設
♣８月の催し
■申７月24日（水）９時から電話で同施設
包丁研ぎ講座　■日３日（土）10時、10
時半、11時、11時半　 ※各30分　
■定各回先着６人　■￥100円　
◇おもちゃ病院　■日17日（土）13時
半～15時　■￥無料　
端切れで人形作り　■日23日（金）13
時～16時　■定先着10人　■￥300円　
端切れで眼鏡ケース作り　■日27日
（火）13時、14時半　※各１時間　
■定各先着６人　■￥300円
■対18歳以上（◇はどなたでも）

記号のみかたなどは１面参照
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 学校を通じ児童・生徒に案内 　生活習慣病健診　小学４年生と中学１年生に、８月21日（水）まで同健診を1,000円（生活保護家庭は被保護者証明書提示で無料）
で受けられる案内をしています。　※希望制。詳しくは市HPにも掲載　■問保健給食課（☎025-226-3206）

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

交通安全対策会議　■日 ７月25日（木）　■問市民生活課（☎025-226-
1113）　
清掃審議会　■日７月31日（水）　■問循環社会推進課（☎025-226-1391）　
介護人材確保対策協議会　■日７月31日（水）　■問高齢者支援課（☎025-
226-1295）

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。
❶教育委員会定例会　■日７月26日（金）
■問教育総務課（☎025-226-3153）
❷農業委員会定例総会　■日７月31日（水）
■問中央農業委員会（☎025-382-4964）
❸総合教育会議　■日８月２日（金）
■問教育総務課（☎025-226-3178）

附属機関などの委員募集

　次の委員を募集しています。詳細や最新の情報は市HP
に掲載しています。
▶市HPから 委員の公募 検索

清掃審議会　■問循環社会推進課（☎025-226-1391）
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

❶ ❷

❸

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

秋葉区文化会館の催し
（秋葉区新栄町）

❶朗読音楽劇「あらしのよるに」　竹
下景子さん（女優）の朗読と原作者と
の対談　■日10月20日（日）16時～
18時　■対小学生以上　■定先着450
人　■￥ 一般3,000円、中学生以下
1,000円　※当日券は300円増し　
❷ミュージカルワークショップ　
■日10月25日～来年１月18日（金・
土・日曜全12回）13時～17時　※金
曜は19時～21時半。１月19日（日）
に成果発表会を開催　■対小学５年生
以上　■定先着30人　■￥2,000円
■申❶は７月28日（日）13時から、❷
は８月24日（土）９時から電話で同館
（☎0250-25-3301）
■ 秋葉ジュニア合唱団「赤い鳥」団
員募集　
■日木曜18時半～20時半、土・日曜、
祝日13時半～16時　※月３回程度
活動　■対小学３年～中学生　■￥月額
3,000円　■申７月26日（金）から電話
で同館
笹山小学校（北区笹山）　閉校式典
■日11月16日（土）13時半～15時10分　
■申電話で同校（☎025-387-2455）

事業者向け
新潟うまさぎっしり博in新潟 競馬場
グルメブース出店者を募集
■日10月12日（土）・13日（日）９時半
～17時　主な出店条件食品をミニサ
イズで１日500食以上用意できる　

■定８者（選考あり）　出店料11万円　
■申８月２日（金）13時までに所定の申
込書を同イベント実行委員会事務局
へ　※申込書は同イベントHPに掲載　
■問広域観光課（☎025-226-2607）
指定管理者を募集
　市の施設などの管理運
営を行う指定管理者を募
集します。応募には説明会
への参加が必要です。　指定期間令
和２年４月１日から５年間　
■募集施設・説明会
❶北区文化会館　■日８月１日（木）　
■問北区役所産業振興課（ ☎025-
387-1195）
❷城山運動公園体育施設、中之口地
区体育施設　■日８月５日（月）　■問西
蒲区役所地域総務課（☎0256-72-
8194）
❸亀田市民会館、老人福祉センター
福寿荘　■日８月19日（月）　■問江南区
役所地域総務課（☎025-382-4624）
※説明会の時間・申し込み方法など
詳しくは市HPに掲載（❷は７月24日
水曜、❸はあす22日に掲載）する募
集要項に記載
ウオーキングチャレンジ
参加企業などを募集
　運動習慣の定着を目指す同チャレ
ンジに参加する企業・事業所を募集
します。　
※参加チームへ景品を提供する協賛
企業も募集。詳しくは市HPに掲載
■問健康増進課（☎025-212-8166）
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申し込み　❶７月24日（水）９時から電話でSACO WORKOUT WELL（☎025-378-5739）　❷７月24日（水）９時半か
ら電話で同施設（☎025-264-6400）　❸７月24日（水）９時から電話で環境政策課（☎025-226-1359）　❹７月30日（火）
までにメール（museum@nchm.jp）で基本事項、学年を同館へ　❺７月24日（水）９時から電話で同館（☎025-372-0314）　
❻同施設オンライン・チケットで申し込み　❼７月29日（月）までに往復はがきに基本事項（希望の回は第３希望まで）、
子どもの年齢を記載し、〒950-8515、東区平和町15、同センター「親子エネルギー教室係」へ　❽７月24日（水）９時か
ら電話で同施設（☎025-286-1717）　❾７月24日（水）10時から電話で西海岸公園市営プール（☎025-267-6858）　10
７月24日（水）９時半から電話で同館（☎0250-24-5700）　11８月10日（土）までにメール（bst@ryutopia.or.jp）で基本
事項を同施設へ　12７月24日（水）９時から電話で消費生活センター（☎025-228-8102）　13８月13日（火）までに電話で
同センター（☎025-228-8102）　14８月９日（金）までに電話で同施設（☎025-201-7530）　15７月31日（水）までにメー
ル（kenkon@abeam.ocn.ne.jp）で基本事項を建設コンサ
ルタンツ協会北陸支部へ（１通につき３人まで）

記号のみかたなどは１面参照

夏休み　子ども特集夏休み　子ども特集遊ぼう
！

遊ぼう
！

楽しも
う！

楽しも
う！

■申し込みがいらない催し　※直接会場へ
催し名 日 時 会場・問い合わせ 対象・定員・参加費

勾
まがたま

玉作り ８/31（土）まで９:00～16:00 文化財センター（☎025-378-0480）　
※月曜（振休の場合翌日）休館

小学生以上　￥200円
和
わどうかいちん

同開珎作り ５歳以上　￥200円
火おこし体験 ８/１（木）～31（土）９:00～16:00 ５歳以上　￥無料

ゴーカート ７/25（木）～９/１（日）９:00～17:00 鳥屋野交通公園（☎025-283-9433） １人乗り…小・中学生（￥100円）
２人乗り…小学生以下と保護者（￥150円）

全国カプラ®大会 ７/25（木）・31（水）、８/５（月）・11（祝）・21・28
（水）・31（土）14:00～16:30

ゆいぽーと（☎025-201-7530）

４歳～中学生と保護者　￥無料
けん玉検定
イラスト展示「新潟の妖怪」 ８/２（金）～９/29（日）９:00～21:30

どなたでも　￥無料
妖怪の本の朗読 ８/３（土）13:30～14:00
からくり人形実演 ８/18（日）13:00、15:00　※各30分
新潟の妖怪話 ８/25（日）13:30～15:00
妖怪トーク ８/31（土）13:30～14:30

体験コーナー（クイズ、パズル、ほか）７/27（土）～８/18（日）９:30～16:00※８/３（土）を除く 北区郷土博物館（☎025-386-1081）　
※月曜（振休の場合翌日）休館 どなたでも　￥無料

松蔭賞書道展 ７/27（土）～８/25（日）９:00～17:00
みんなでワイワイワークショップ ７/27（土）10:00～16:00 天寿園（☎025-286-1717） 小学生以上　￥500～1,000円
実物車両公開 ７/28、８/25（日）10:00～15:30

新津鉄道資料館（☎0250-24-5700） どなたでも　￥入館料
実物車両スタンプラリー ８月の土・日曜、振替休日９:30～17:00

※各日先着で景品あり
クイクイ探偵団 ８/１（木）～18（日）９:00～15:30

水の駅「ビュー福島潟」
（☎025-387-1491）
※月曜（振休の場合翌日）休館

どなたでも（小学２年生以下は保護者同伴）　￥入館料
オニバス案内所
（福島潟オニバス池）

８/３～９/１の土・日曜、振替休日、８/14（水）・15
（木）10:00～12:00 どなたでも　￥無料

クイクイ登場 ８/18（日）13:30～14:00
バードウオッチング ８/24（土）９:00～11:00 先着20人（小学２年生以下は保護者同伴）　￥無料

映画鑑賞会
トムとジェリー ８/８（木）13:15～15:45

巻文化会館（☎0256-73-2219） 各先着800人　￥無料
ミッキーマウス ８/９（金）13:15～15:35

砂絵体験 ８/11（祝）14:00～15:00 歴史博物館みなとぴあ
（☎025-225-6111）

先着15人　￥無料
灯
あか

り作り ８/25（日）14:00～15:00 先着15人　￥100円
１コイン・オルガンコンサート ８/25（日）11:30～12:15 りゅーとぴあ（☎025-224-7000） ４歳以上　￥500円（小学生以下無料）
学習支援「にこぱるクラブ」 土曜10:00～14:30 国際友好会館（☎025-225-2727） 外国につながりがある小学～高校生　￥無料

■申し込みが必要な催し　※申し込み方法は表の下に記載。問い合わせは問へ（問がないものは申し込み先へ）
催し名 日 時 会 場 対象・定員・参加費

❶
キッズウオーターパーク ７/28、８/４（日）10:30～12:00 ミズベリング信濃川やすらぎ堤左岸

問まちづくり推進課（☎025-226-2716）

小学生以下（２歳以下は保護者同伴）
￥３歳以上1,000円、１・２歳児500円、０歳児無料

運動能力開発イベント ８/18（日）９:30～11:00 ３歳～小学生　￥小学生2,500円、就学前児2,000円

❷ 工作教室
ビー玉万華鏡 ７/28

（日） 
11:00～12:00

アクアパークにいがた 小学生以下（２年生以下は保護者同伴）各回先着20人　
￥500円（保護者100円）LEDライト 13:00、14:00　※各45分

❸ ♣昆虫観察会 ８/３（土）10:00～12:00 天寿園 小学生と保護者先着20人　￥無料
❹ ポンポン船作り ８/３（土）・４（日）14:00～15:30 歴史博物館みなとぴあ 小学生各日抽選15人　￥200円

❺ 凧作り
パンダ ８/４（日）11:00～12:00

しろね大凧と歴史の館 小学生各先着10人（３年生以下は保護者同伴）
￥300円（別途要入館料）セミ ８/18（日）11:00～12:00

❻

ジュニア邦楽合奏団定期演奏会 ８/４（日）14:00
りゅーとぴあ
問同施設チケット専用ダイヤル（☎025-224-
5521）

小学生以上　￥700円
親子で楽しめるコンサート 
オーケストラはキミのともだち

８/10（土）11:30、14:30　
※各１時間

小学生以上　
￥一般1,500円、中学生1,000円、小学生500円

A
ア プ リ コ ッ ト

PRICOT公演『リフカの旅』 ８/10（土）13:00、17:30、
11（祝）・12（振休）14:00 ４歳以上　￥700円

❼ ♣親子エネルギー教室～雪国型メガ
ソーラー見学、ソーラーカー工作、ほか

８/５（月）・６（火）９:30、13:00　
※各２時間

出光昭和シェル防災・エネルギー研修センター
問環境政策課（☎025-226-1357）

小学生と保護者各回抽選15組（２人１組）
￥500円

❽ 写真教室 ８/５（月）10:00～11:30 天寿園 小学生と保護者先着30組　￥1,000円
❾ 親子でちゃぷちゃぷ教室 ８/12（振休）10:30～11:00 東

あずま

公園児童プール 就学前児と保護者先着50組　￥無料

10 鉄道模型工作教室 ８/17（土）・18（日）９:30～16:00 新津鉄道資料館 小学４年生以上先着10組（小学生は保護者要参加）　
￥5,000円

11 バックステージツアー・コンサート
ホール編

８/17（土）14:00～15:15、18:30～
19:45

りゅーとぴあ
問同施設（☎025-224-5617）

小学生以上各回抽選20人（小学生は保護者同伴）
￥無料

12 親子消費者学習 ８/19（月）９:30～11:30 食育・花育センター 小学４～６年生と保護者先着16組　￥無料
13 ♣講座「『エシカル消費』ってなんだろう？」８/20（火）10:00～11:45 消費生活センター 小学４～６年生と保護者抽選10組　￥無料

14
天体望遠鏡で星空観察 ８/20（火）18:30～20:30

ゆいぽーと
小学３～６年生と保護者抽選20人　￥300円

火おこし道場 ８/25（日）13:30～16:00 小学４～６年生と保護者抽選８組（２人１組）
￥1,500円

15 信濃川・萬代橋見学と屋形船に乗船 ８/24（土）９:00～12:00
集新潟グランドホテル前屋形船発着所の広場　
解万代テラス
問まちづくり推進課（☎025-226-2716）

小・中学生と保護者抽選25人（保護者１人につき子ども
２人まで）　￥無料

■８/31まで　
　子どもワンコインバス
　小学生以下は対象路線が１乗車50円で利用でき
ます。路線により支払い方法が異なります。
（現=現金払い　り=子どもりゅーとカード支払い）　
対象路線　現区バス（西区中野小屋ルートのみり）、
住民バス（現おらってのバス、現しも町循環バスにこ
にこ号、現カナリア号、現横バス、現月潟、り島見
町・太郎代、り両川、り大江山、り内野上新町）、
現観光循環バス　
問区役所地域総務課または地域課、都市交通政策課
（☎025-226-2730）　
※観光循環バスは観光政策課（☎025-226-2608）

図書館と公民館の催し
　市HPに一覧を掲載しています。
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