
お知らせ
県・市総合防災訓練を公開
■日10月12日（土）８時半～11時半
■問危機対策課（☎025-226-1146）
ハードオフエコスタジアム新潟駐車
場（中央区長潟）　救出救護訓練、初
期消火訓練、防災・応急手当教室、
AED体験　南浜船だまり（北区島見
町１）　津波対応訓練、ほか
10月は里親月間
　さまざまな事情で親元で暮らすこ
とのできない18歳以下の子どもを里
親に養育してもらうのが「里親制度」
です。里親になりたい、制度を詳し
く知りたい人は問い合わせてくださ
い。　■問児童相談所（中央区川岸町１
☎025-230-7777）
■里親講演会「地域で子どもを育てる」
■日10月５日（土）14時～16時　■場東
区プラザ（東区下木戸１）　■定先着50
人　■￥無料　■申９月18日（水）８時
半から電話で児童相談所
■里親に関心がある人向け相談・説
明会
■場児童相談所　■申開催日 前日17時
までに電話で同施設
制度説明会　■日10月24日（木）10時
～11時半　個別相談会　■日10月11
日（金）９時～17時
ツキノワグマの被害に注意
　今年はブナやナラなどの実が不作
と予想され、ツキノワグマが餌を求
めて人里に出没する可能性が非常に
高くなっています。山に入るときに
は、十分な注意と備えをしてくださ
い。　注意点❶県HPで地域のクマ情
報を確認し、出没している所には近
寄らない❷早朝・夕方は入山しない
❸入山時はラジオや鈴など音の鳴る
ものを身に着け、単独行動はしない
■問環境政策課（☎025-226-1359）

10月１日に下水道処理を
開始する区域を縦覧
縦覧期間９月30日（月）まで８時半～
17時半　※土・日曜、祝日も休日受
付窓口で縦覧可　縦覧場所区役所建
設課（北・秋葉・南区を除く）、東部
地域下水道事務所北下水道分室（北
区役所内）、同事務所秋葉下水道分室
（秋葉区役所内）、西部地域下水道事
務所南下水道推進室（南区役所内）　
※下水道計画課（市役所分館）で全区
分を縦覧可。市HPにも掲載
■問同課（☎025-226-2979）
田舟の里（江南区亀田）
設備定期点検に伴い休館
■日９月19日（木）～10月４日（金）
■問同施設（☎025-382-1566）
鎧郷小学校
地域と学校ウエルカム参観日
テーマそら野テラスと協働した商品
開発　■日９月20日（金）13時～16時　
■場そら野テラス（西蒲区下山）　■問地
域教育推進課（☎025-226-3277）
♣ぽい捨てやめようキャンペーン
一斉清掃に参加を
■日９月28日（土）10時から　■集万代
シテイバスセンタービル２階広場、
NSGスクエア前（中央区古町通７）、
のぞみ公園（中央区笹口２）
■問廃棄物対策課（☎025-226-1405）
新津美術館（秋葉区蒲ヶ沢）開館記念
企画展観覧者に粗品進呈
■日10月１日（火）　■定先着100人
■問同館（☎0250-25-1300）
市営住宅　入居者を募集
入居予定日12月１日　戸数８戸（法
花鳥屋、◆秋葉通、船江町、中山、
◆西湊町通１、新津新栄町、◆小針
西、赤鏥）　※単身の人は◆の住宅に
限る　主な入居資格認定月額所得が
158,000円（小学生以下の子がいる
世帯などは259,000円）以下、ほか　

■申９月30日（月）までに所定の申込書
を市営住宅万代サービスセンター（☎
025-374-5410）または市営住宅白
山サービスセンター（☎025-234-
5252）へ　※申込書は各申込先で配
布。市HPにも掲載
ワールドダンスコンペティション
参加者募集
■日12月27日（金）・28日（土）
■場りゅーとぴあ（中央区一番堀通町）　
部門ソロ（■対10歳以上）、グループ
（■対６歳以上）　※ジャンルは不問。
各部門の年齢別１位に奨学金あり　
■定先着70組　■￥１万円（グループ部
門は１人につき5,000円追加）　※別
途傷害保険料（１人100円）、音楽著
作権手数料が必要　■申９月30日（月）
までに同イベントHPから申し込み
■問文化政策課（☎025-226-2563）
屋外広告物現況調査に協力を
　屋外広告物の設置には条例に基づ
き許可が必要です。条例に違反して
表示・設置されている屋外広告物を
なくすため、主要幹線道路沿線など
で現況調査を行います。　※許可の
ルールや調査内容など詳しくは市HP
に掲載
■問都市計画課（☎025-226-2825）
中央卸売市場（江南区茗荷谷） 
見学団体を募集
市場の役割や流通の仕組みを学ぶ
■日火・木曜９時～12時　※１時間程
度。祝日、年末年始を除く　■定各日
先着１組（10～40人程度）　■￥無料　
■申希望日の２カ月前から電話で同施
設（☎025-257-6799）
市民活動支援センター
有料事務ブース利用団体を募集
■対市内で市民公益活動を行う（予定
も可）事務所を持たない団体　利用
開始月11月、12月　募集数各１団体　
■申10月18日（金）までに所定の申込

書を市民協働課（☎025-226-1102）
へ　※募集要項、申込書は同セン
ター（中央区西堀前通６）などで配布。
市HPにも掲載
「市報」と「区役所だより」
ウェブ配信サービスの活用を
　市報にい がた・区役所だよりはパソ
コンやスマートフォンなどから簡単
に読むことができます。
　スマートフォンアプリ「マチイロ」
やウェブサイト「マイ広報紙」を活用
してください。詳しくはウェブで検
索してください。
■問広報課（☎025-226-2089）
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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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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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
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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

BSN　土曜ランチTVなじラテ。内情報コーナー　
９/21（土）　12：10～
NST　八千代ライブ内情報コーナー　
10/４（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

新潟広域都市圏共通割引券
　割引額など詳しくは各施設に問い
合わせてください。
■問文化政策課（☎025-226-2560）

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
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項
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｜
｜
｜
｜
｜
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｜
｜
｜
｜
｜
⎩

●「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　

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