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電話番号（☎）は市外局番025を省略して記載しています。

□＝日時　□＝会場
□＝内容　□＝対象・定員
□＝参加費（記載のないものは無料）
□＝申し込み　□＝問い合わせ

場日

内

申

人

￥

問

お 知 ら せ
██ 北区自治協議会を傍聴しませんか
日２月21日（木）午後１時半～
場北地区コミュニティセンター
内総合ハザードマップの発行についてなど
人先着10人
申当日直接会場
問地域総務課（☎387-1175）
※議事概要は区役所ホームページで閲覧で
きます。区役所１階市政情報コーナーでも
閲覧できます

██ Ｂ型肝炎電話相談・個別相談
日２月23日（土）午前10時～午後３時
場全国Ｂ型肝炎訴訟新潟事務所（中央区西
堀前通）
内集団予防接種によるＢ型肝炎患者対象の
Ｂ型肝炎特別措置法の説明ほか
※個別相談は事前申し込み
人B型肝炎患者、またはその家族
申同事務所（☎223-1130）

催し・募集
██ 豊栄地区公民館
問同館（☎387-2014）
▍ご近所だんぎ～血圧と栄養～
　栄養士のお話を聴いた後は、お茶とお菓
子で楽しくおしゃべりしましょう。
日２月７日（木）午後１時半～３時
※手話通訳あり
￥100円
申２月６日（水）までに同館
▍区民ギャラリー　早通イーゼル会水彩
画展
会期　２月13日（水）～ 17日（日）午前９時
～午後９時

██ 北地区スポーツセンター親子プレイタイム
　遊具で思いっきり遊んだり、音楽に合わ
せて楽しく踊ります。
日２月23日（土）午前10時～ 11時半
人未就学児と保護者
￥保護者１人につき300円
申当日直接会場
問同センター（☎258-0200）

██ 交通安全指導員　募集
応募資格　北区内に居住している20歳以
上の人、普通自動車運転免許取得者で過去
５年以内に交通違反をしていない人
活動内容　保育園、幼稚園、小中学校の交
通安全教室、パトロール、啓発事業、スポー
ツ大会等の安全確保など
出動日数　４月～６月　月２～４回程度、
それ以外の期間 月２回程度
募集人数　若干名（平成31年４月採用）
報酬　月額2,300円　別途活動１時間に
つき1,300円　
申２月20日（水）までに申込用紙、履歴書
に必要事項を記入して郵送、または直接区
民生活課生活環境係
面接日時　３月１日（金）午前10時
問同係（☎387-1295）
※詳しくは同係、北出張所、各連絡所に設
置の試験案内をご覧ください

██ 子育て支援「ファミサポ」入会説明会
　子どもの預かりや送迎を行う｢ファミサ
ポ｣の入会説明会を開催します。
日２月26日（火）午前10時～（１時間程度）
場豊栄健康センター
人先着20人
※保育あり（未就学児先着６人・要予約）
申新潟市ファミリー・サポート・センター

（☎248-7178）

██ 耳の日　市民公開講座・無料相談会
日３月２日（土）午後２時～４時半
場万代市民会館（中央区）６階多目的ホール
内①講演「耳鳴り治療の最前線」午後２時～
２時半②講演「人生100年時代 耳も100年
時代」午後２時半～３時③無料相談会午後
３時10分～４時半
申当日直接会場
問新潟大学医学部耳鼻咽喉科学教室（☎
227-2306）

██水災害から、みんなの命を守る！█
阿賀野川巡回パネル展

会期　２月19日（火）～ 24日（日）午前９時
～午後９時
場北区文化会館
内近年の全国各地の豪雨と被害状況、阿賀
野川・早出川の過去の洪水、防災に関する
パネル展示
問国土交通省北陸地方整備局阿賀野川河川
事務所（☎0250-22-2211）

██ 豊栄地区公民館　臨時職員募集
募集人員　１人
応募条件　基本的なパソコン操作（ワード、
エクセルなど）ができる人
勤務内容　窓口対応・事務補助
雇用期間 ４月～６月（９月まで延長可）
勤務時間　午前10時～午後５時（休憩１時
間含む）
賃金　時給810円
その他　交通費（上限あり）支給、健康保険・
厚生年金保険・雇用保険・労災保険加入
申２月14日（木）（必着）までに、市販の
履歴書に写真を貼り、直接または郵送

（〒950-3323東栄町1-1-15）で同館
問同館（☎387-2014）

██ 傾聴ボランティア養成講座
日３月２日（土）午後１時半～３時半
場豊栄健康センター
講師　渡邉恵司さん（新潟医療福祉大学社
会福祉学科助教）
人先着40人
￥500円
申傾聴ボランティアほほえみ　市川（☎
090-2992-0801）

██ 新潟いのちの電話相談員募集
　新潟いのちの電話は、ボランティアによ
る電話相談活動です。年中無休24時間の
活動に、現在年間約２万件の相談が寄せら
れています。あなたも相談員として活動し
てみませんか。
対象　23歳以上66歳以下
募集期間　２月28日（木）まで
活動内容　毎月電話相談２回程度担当
※認定前に所定の養成講座があります。
研修受講料　30,000円（一部補助の場合
あり、１泊研修費10,000円が別途必要） 
問新潟いのちの電話事務局（☎280-5677）

██ 豊栄児童センター
問同センター（☎384-1520） 
▍ムービー・わん
日２月10日（日）午後１時半～３時15分
人乳児親子～ 18歳未満
申当日直接会場
▍０ちゃんデー
日２月18日（月）午前10時半～ 10時45分
人乳児親子
内親子ふれあい遊び
申当日直接会場
▍みそ作り
日３月３日（日）午後１時半～３時半
講師　丸山文隆さん（丸山糀や代表）
人幼児親子、小学生以上先着40組
￥４キロ1,700円、８キロ3,400円
申２月16日（土）から23日（土）までに同セ
ンター

██ エコマーケット出店者募集
日３月10日（日）午前10時～午後２時
場豊栄総合体育館
内手作り品や家庭で眠っている日用品など
をフリーマーケットで販売
※環境まつりと同時開催
￥1,000円（約２メートル×２メートル）
申２月28日（木）（必着）までに、往復はが
き、ファクスまたはメールに住所、氏名、
電話番号、主な出店品目を明記し、NPO
法人エコネットにいがた（〒950-3322 嘉
山2-2-10、FAX387-2966、メールアド
レスyonepen@po.next.ne.jp）
※３月４日（月）頃までに整理番号を返信します
問同法人　米田（☎090-3757-7731）

██ 大人のフラダンス無料体験会
日２月22日（金）午後３時～４時半
場葛塚コミュニティセンター
人中学生から70歳まで
申ハラウ　ケアバホウ　池田（☎080-
6643-6619）

スポーツ
██ スノーシューで森のハイキング

　スノーシュー（靴につけて雪上を歩くた
めの道具）を履いて雪原を散歩しませんか。
日３月３日（日）午前８時～午後４時半
集合場所　北出張所
行き先　三川温泉郷（阿賀町）
人北区に在住または通勤、通学している小
学生以上25人（先着順）
￥2,500円（昼食代、入浴料、用具代、保険料）
申北地区スポーツ振興会　黒川（☎259-
4932）
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【問　題】
　２月24日（日）に新潟医療福祉大学で
開催されるイベントは、北区○○○○ま
つりである。
【応募方法】
　はがき、または電子メールにクイズの
答えと郵便番号、住所、氏名、年齢、電
話番号、身近な話題や区役所だよりの感
想を記入し、地域総務課へ応募ください。
（所在地などは表紙をご覧ください。）
　正解者の中から抽選で５人に図書カー
ドを進呈します。
締切日　２月28日（木）
（１月６日号の答え／長戸呂）

◆ ◆ 応募はがきから ◆ ◆
▲「かまくらつくって」と孫にせがまれ
ますが、少雪で作れず複雑な思いです。
▲この前、新崎駅に行った時、イルミ
ネーションがきれいでびっくりしまし
た！▲こんなにたくさんの神楽のお
頭を見たのは初めてです。いろいろな
表情で全部違っているのにも驚きまし
た。▲ほかありがとうございました。

豊栄図書館からのお知らせ
場同館
申当日直接会場
古い雑誌をお分けします

　保存期限の過ぎた雑誌を配布します。
日２月20日（水）～ 27日（水）

わくわく読書会
　テーマ作品「銀河鉄道の夜」
　（宮澤賢治著）
日３月３日（日）
　午後１時半～３時半
人先着20人

豊栄図書館（☎387-1123）　毎週金曜、第１水曜休館
おはなしのじかん 対象

毎週土曜日　 10:30 ～ 10:50 ０～２歳と保護者
第１・４土曜日 14:00 ～ 14:30 幼児から
毎週日曜日　 10:30 ～ 11:00 幼児から
第４日曜日　 15:00 ～ 15:30 幼児から

赤ちゃんタイム
毎週土曜日　10:00 ～ 12:00

わらべうたのじかん 対象
第２土曜日　　14:00 ～ 14:45 幼児・児童と保護者

図 書 館 松浜図書館（☎387-1771）
空調設備工事のため休館中。再オープンは４月の予定。


