
■申し込みが必要な催し
催し名 日時・参加費 会場・問い合わせ 対象・定員

坂口安吾生誕祭113
安吾ゆかりのまち歩き、奉納芝居

安吾のふるさとを歩く　10月５日
（土）13時半～15時半　■￥500円

■場中央区内
■問文化政策課

■定先着20人　■集安吾 風の館（中央区西大畑町）　■申９月４日（水）９時
から電話で同課（☎025-226-2563）

奉納芝居「真作 青鬼の褌
ふんどし

を洗う女」
10月 ９日（水）13時半、18時　
■￥前売り券4,000円

■場新潟縣
けん

護
ご

國
こく

神社（中央区
西船見町）
■問文化政策課

■定各回先着200人　※チケットは市民映画館シネ・
ウインド（中央区八千代２）、りゅーとぴあ（中央区
一番堀通町）などで販売
作品紹介戦前戦後を奔放に生き抜く女性を描く
原作/坂口安吾　出演/杉本彩＝写真＝、ほか

みんなが楽しめる
演劇・音楽鑑賞会
障がいのある人もない人も一緒に鑑賞

❶演劇鑑賞会　10月５日（土）14
時～15時半　■￥無料 ■場江南区文化会館（江南区

茅野山３）
■問同祭県実行委員会
（☎025-280-5987）

■定各先着250人　■申❶は９月20日（金）、❷は30日（月）までに、はが
きに基本事項、参加者全員の年齢、新潟駅南口・会場間送迎バス利用
の有無、障がいの種別、必要なサポートを記載し、〒950-0951、中
央区鳥屋野310 ＯＳＭビル１階㈱アド・メディック内、同事務局へ　
※当選者のみ❶は９月30日、❷は10月７日までに案内を発送

❷音楽鑑賞会　10月13日（日）
14時～16時　■￥無料

人間国宝と遊ぼう
本県の誇る人間国宝
伊藤赤

せき

水
すい

氏と玉川宣
夫氏によるワーク
ショップとトーク
ショー

❶ 子どもワークショップ　
10月14日（祝）10時～12時
■￥1,000円（昼食付き）

■場朱鷺メッセ（中央区万代
島）
■問同祭県実行委員会
（☎025-280-5177）

■対❶小学４年～中学生の親子（２人１組）
■定❶50組❷先着300人
■申❶は９月27日金曜（必着）までに、❷は９月４日（水）からメール
（keiei@niigata-sn.co.jp）で基本事項を㈱新潟日報サービスネット企
画事業課へ　※催しは複数記載可。当選者のみ９月30日までに案内
を発送

❷トークショー　
10月14日（祝）13時半～15時
■￥無料

■申し込みが不要な催し
催し名 日時・参加費 会場・問い合わせ

国民文化祭にいがた2019茶会
11流派が参加し、流派による違い
を体験

９月15日（日）～19日
（木）10時～15時半
■￥３席2,100円　
※前売り券（３席2,000
円）希望者は要問い合わせ

■場りゅーとぴあ（中央区一
番堀通町）
■問新潟県茶道連盟事務局
（☎025-276-0848）

ともにE
エ ン ト ラ ン ス

ntrance
学生がデザインした障がい者アート
ポスターを企業、店舗などに展示

９月15日（日）～11月30
日（土）
■￥無料

■問障がい福祉課（☎025-
226-1249）
※展示場所は要問い合わせ

開港150周年　
みなとまちロマン新潟で川柳の祭典
「みなとまち新潟」をテーマに国内
外から寄せられた作品の入賞など
を決定

10月６日（日）９時半～
16時半
■￥ 入場無料（当日投句
1,000円）

■場県民会館（中央区一番堀
通町）
■問一般社団法人全日本川柳
協会（☎06-6352-2210）

新潟・阿賀郷土芸能祭
～伝える、伝わる地域の宝～
新潟市・阿賀野市・五泉市・阿賀町
の４団体が郷土芸能を披露、ほか

10月27日（日）13時半～
16時半
■￥無料

■場阿賀町文化福祉会館（阿
賀町）
■問同祭県実行委員会
（☎025-280-5933）

９時半、11時半、13時半　※各１時
間半　■対小・中学・高校生と保護者　
■定各８人　■￥1,500円
■申開催日の❹❼❽は16日前、❺❻10
は15日前、❾は13日前までに電話
で同施設
天寿園の催し（中央区清五郎）
■問同施設（☎025-286-1717）
定期コンサート　■日９月15日（日）
13時半～15時半　出演ギターフロ
ンティア　■￥無料
◆ 発達タッチケア　■日９月19日
（木）10時～11時半　■対発達の遅れ
や障がいのある子を持つ母親　■定先
着30人　■￥無料
◆ タッチケア　■日９月25日（水）
13時半～15時　■対ハイハイ前の子
と母親　■定先着20組　■￥無料
◆ 抱っこでダンス　■日９月26日
（木）10時半～11時半　■対生後４カ
月～１歳半の子と母親　■定先着20組　
■￥500円
◆ゆるりヨガ　■日10月３日（木）10時
半～11時半　■定先着20人　■￥500円
◆写真教室　■日10月５日（土）10時
～15時　■定先着30人　■￥2,000円
■申◆は９月４日（水）10時から電話で
同施設

■問危機対策課（☎025-226-1146）
ゆいぽーとの催し（中央区二葉町２）
■問同施設（☎025-201-7530）
❶瞽

ご ぜ

女唄の鑑賞　■日９月７日（土）13
時半～14時半　■￥無料
❷民俗学談話　■日９月14日（土）13
時半～16時半　■￥無料
❸妖怪落語　■日９月21日（土）13時
半～16時半　■￥無料
❹ 焼き絵体験　■日９月29日（日）
13時半～16時　■対小・中学生と保
護者　■定８組　■￥１人500円
❺ アドベンチャーゲーム　■日10月
５日（土 ）10時～16時　■対小学４年～
中学生と保護者　■定20人　■￥300円
❻ 自然を使ったゲーム　■日10月
12日（土）９時半～12時　■対小・中
学生と保護者　■定20人　■￥300円
❼ かぼちゃのお菓子作り　■日10月
13日（日）９時半～12時　■対小学４
～６年生　■定10人　■￥500円
❽ 防災デイキャンプ　■日10月20
日（日）10時～16時　■対小・中学生
と保護者　■定30人　■￥600円
❾講演会「平

ひらいでしゅう

出修著『夜
よ

烏
がらす

』を中心に」　
■日10月26日（土）15時半～17時　
■定30人　■￥300円
10 木登り体験　■日10月27日（日）

原種チューリップとムスカリ　■日12
日14時　■￥2,000円
生花のハロウィンアレンジ　■日13日
（日）13時半　■￥2,500円
庭木管理　■日15日（火）10時半、13
時半　■￥無料
イチゴのプランター栽培　■日17日（木）
10時半　■￥2,500円
寄 せ 植 え　■日25日（ 金 ）13時半　
■￥2,000円
※各１時間～１時間半

催し物
まちなかステージ「よろっto
ローサ」　９月のイベント
■￥無料　■問同施設（中央区西堀前通
６☎025-378-1137）
若
わか

月
つき

勝
かつ

真
ま

ソロライブ　■日７日（土）17
時半～18時半
若手芸人・出来心トークライブ　
■日８日（日）13時半～14時
椅子ヨガ　■日12日（木）14時～15時
防災講演会「地震・津波の
脅威から身を守るために」
■日９月８日（日）14時～15時50分　
■場市役所本館講堂　■定先着50人　
■￥無料　■申９月４日（水）８時半から電
話で県危機対策課（☎025-282-1636）

※各回定員あり。当選者のみ９月30
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　■時10時半　※各２時
間半～３時間半　■申９月25日（水）ま
でに電話で同教室受付（☎025-282-
4189）
❶本格 フ レ ン チ　■日 ３ 日（ 木 ）　
■￥1,500円
❷ 米粉のニョッキ　■日５日（土）　
■￥2,500円
❸糖質を抑えた料理と運動　■日10
日（木）　■￥2,000円
❹ キッズキッチン一汁二菜　■日20
日（日）　■￥2,000円
❺新米と秋野菜のおかず　■日24日（木）　
■￥1,400円
❻鮭 を お ろ す　■日31日（ 木 ）　
■￥2,000円
■対中学生以上（❷小学生の親子❹３・
４歳と保護者）
■園芸講座　■申９月25日（水）までに
FAX（025-282-4987）で基本事項
を同センターへ
野菜作り初級　■日７日（月）10時半　
■￥無料
球根の植え付け方法　■日12日（土）
11時　■￥1,000円
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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

記号のみかたなどは１面参照 ■市報にいがた ■NIIGATA2019年（令和元年）9月1日 別冊情報ひろば

　同祭の「新潟・阿賀エリア」で開催される催しの一部を紹介します。
　そのほかの催しは、公式HPで確認してください。　※関連記事を本冊１～５面に掲載
■問市役所コールセンター（☎025-243-4894）、文化政策課（☎025-226-2565）

新潟・阿賀スイーツラインプロジェクト スタンプラリー
　新潟・阿賀エリアの文化が詰まったお菓子を巡るスタンプラリーを
開催。３枚以上シールを集めると抽選で景品をプレゼントします。　
■日11月30日（土）まで　※シールの台紙は市役所、区役所、出張所、公民
館、各店舗で配布。同祭公式HPからもダウンロード可　
■問同祭県実行委員会（☎025-280-5933）
参加スイーツ
新潟樽

たるきぬた

砧　㈱大阪屋（中央区古町通７）　
舟
ふな

づと　美
み

豆
ず

伎
き

庵
あん

金巻屋（中央区古町通３）
ゆきちから全粒粉ボーロ　パンとおやつ奥阿賀コンビリー（阿賀町）
河川蒸気　お菓子処菜菓亭（北区嘉山）　
チョコっと新潟　（有）笹川餅屋（中央区西堀前通４）
空
そら

　里仙（中央区古町通13）　
にいがた季

き

寄
よ

せ　㈱百花園（中央区営所通１）　
阿賀の大

たい

船
せん

　文化堂本店（阿賀町）　
みなと浪漫　童

どう

心
しん

菓
か

匠
しょう

丸屋本店（中央区東堀通６）　
おきつねさん　わらび屋本店（北区朝日町２）

新潟樽砧新潟樽砧

舟づと舟づと

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　イベント情報
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