
お知らせ
住民票・マイナンバーカードなど
旧姓（旧氏）の併記が可能に
　11月５日（火）から過去に名乗って
いた戸籍上の氏を住民票の写しやマ
イナンバーカードなどに併記できる
ようになります。併記を希望する人
は届け出が必要です。　
必要な物本人確認書類、マイナン
バーカードまたは通知カード、旧姓
が記載された戸籍謄本など　
届け出先区役所区民生活課（中央区
は窓口サービス課）
■問市民生活課（☎025-226-1013）
交通遺児へ支援を
　中学生以下の交通遺児の健全な育
成を図るため、入学・卒業祝い金、
激励金の贈呈などの支援を行ってい
ます。支援を希望する人は申請が必
要です。
　同支援は市民の皆さんの寄付で
行っています。
■問市交通対策協議会事務局（市民生
活課内☎025-226-1113）
国道116号吉田バイパスなど
都市計画案を縦覧
■日11月５日～19日（火）８時半～17
時半　※土・日曜除く　■場都市計画
課（市役所分館）、西蒲区役所建設課　
■問都市計画課（☎025-226-2679）
地域と学校ウエルカム参観日
■問地域教育推進課（ ☎025-226-
3277）
沼垂小学校　■日11月16日（土）９時
20分～10時５分　テーマ出e

あ い

yeふ
れ愛沼垂のまち
大形小学校　■日11月16日（土）13時
40分～15時20分　テーマ防災教育
五十嵐小学校　■日11月22日（金）13
時半～15時45分　テーマカプラ®活
動と防災

11/16から
バスのダイヤを見直し
　冬期間の交通状況に対応するため、
一部路線の朝夕時間帯を中心にゆと
りを持った運行時刻に見直しを行い
ます。各路線の時刻表は新潟交通バ
スセンターや各営業所、区役所地域
総務課（東・中央・西区は地域課）で
配布しているほか、新潟交通（株）HP
に掲載しています。　
■問各路線の時刻表について…同社
（☎025-246-6333）▷公共交通施
策について…都市交通政策課（☎
025-226-2730）
まきストーブの使用に注意を
　まきストーブなどの普及に伴い、
近隣から煙や臭いの苦情が増えてい
ます。次の点に注意し、適切に使用
しましょう。
❶燃料は乾燥した無

む く

垢の木材を使う
❷ごみを燃やさない
❸定期的に清掃・点検を行う
❹近隣の住民に配慮して使用する
■問区役所区民生活課（中央区は窓口
サービス課）
市営古町みなと住宅（中央区古町通13）
入居者を募集
入居予定日来年２月１日　
戸数一般世帯向け１戸、◆高齢者世
帯向け４戸、子育て世帯向け18戸　
※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11月19日（火）までに所定の申込
書を市営住宅白山サービスセンター
（☎025-234-5252）へ　※申込書は
申込先で配布。市HPにも掲載
障がい者向け
市営住宅抽選会
　抽選に参加するには12月２日（月）
までに事前登録が必要です。登録に

ついては区役所健康福祉課に問い合
わせてください。　※登録済みの人
には11月５日に案内を発送　
車いす用川岸町住宅（世帯向け）、古
町みなと住宅　
視覚障がい用稲荷町住宅（世帯向け）、
曽野木住宅
■日12月10日（火）
■問障がい福祉課（☎025-226-1239）、
区役所健康福祉課
放課後児童（ひまわり）クラブ
支援員・補助員募集
❶市社会福祉協議会　■問同協議会地
域福祉課（☎025-248-7167）
❷木戸ひまわりクラブ　■問同クラブ
運営委員会・山田（☎080-5006-
2033）
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別
冊

■支援員　採用日❶来年４月１日❷
来年１月１日　
受験資格教員免許など所定の免許・
資格がある　■定❶30人程度❷１人
程度　■申11月12日（火）までに、❶
は所定の申込書を同課（中央区八千
代１）へ（試験案内・申込書は同協議
会で配布、同協議会HPにも掲載）。❷
は電話で同クラブ運営委員会
■補助員　■定❶15人程度❷３人程
度　■申電話で❶は同課、❷は同クラ
ブ運営委員会
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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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

ウ
ェ
ブ

市報にいがた

区役所だより

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

BSN　土曜ランチTVなじラテ。内情報コーナー　
11/16（土）　12：10～
NST　八千代ライブ内情報コーナー　
12/20（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

●元気力アップサポーターを知っていますか？
　本市在住で65歳以上の人が介護施設などでサポート活動を行うもので
す。主にお茶出しや話し相手、レクリエーションの補助などを行います。
活動を通し、サポーター自身の社会参加と介護予防にもつながります。
●最大5,000ポイントがたまります
　活動をするとポイントがたまり、翌年度最大5,000円の交付金を受け
取ることができます。事前に登録説明会への参加が必要です。
●11月の登録説明会　※各１時間半

場 所 日 時
❶豊栄地区公民館 14日（木）13時半
❷石山地区公民館 20日（水）10時
❸中央区社会福祉協議会 20日（水）10時
❹江南区福祉センター 12日（火）13時半
❺秋葉区社会福祉協議会 ７日（木）13時半
❻南区社会福祉協議会 14日（木）13時半
❼内野まちづくりセンター 22日（金）10時
❽巻ふれあい福祉センター 19日（火）13時半
■申電話で❶❷東区社会福祉協議会（☎025-272-7721）、❸中央区社会福
祉協議会（☎025-210-8720）、❹❺❻秋葉区社会福祉協議会（☎0250-
24-8376）、❼❽西区社会福祉協議会（☎025-211-1630）

65歳以上の人の社会参加活動
元気力アップサポーターを募集中！

　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


