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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。

鳥インフルエンザについて
　区内で10月20日(木)に高病原性
鳥インフルエンザウイルス（H５亜
型）が確認されました。
　日常生活では人に感染しないと考
えられており、過度に心配すること
はありません。正しい情報に基づい
た冷静な行動をお願いします。
　同じ場所でたくさんの野鳥などが
死亡していたら、連絡してください。
◆死亡した野鳥は素手で触らない
◆�野鳥を追い立てたり、つかまえよ
うとしたりしない
Ü区民生活課生活環境係
(☎387-1295)

法務局登記官がやさしく教える	
土地と家の相続と遺言のハナシ

Ä12月１日（木）午後２時～４時
Å豊栄図書館
Ç先着15人
Ö11月９日(水)から電話で同館
豊栄図書館（☎387-1123）
毎週金曜、第１水曜休館

赤ちゃんタイム
毎週水・土曜　10：00 ～12：00
おはなしのじかん 対象
毎週土曜
10：30 ～ 10：50

０～２歳児と
保護者

毎週日曜
10：30 ～ 11：00

幼児から11月26日（土）
14：00 ～ 14：30
11月27日（日）
14：00 ～ 14：30
松浜図書館（☎387-1771）
毎週月曜、第１水曜、祝日休館

赤ちゃんタイム
毎週木曜　10：00 ～13：00

おはなしのじかん 対象

毎週木曜
11：00 ～ 11：30

０～２歳児と
保護者

（予約制・一組10分程度）
毎週日曜
15：00 ～ 15：20 幼児から11月12日（土）
11：00 ～ 11：30

図 書 館□＝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（記載のないものは当日直接会場へ）
□＝問い合わせ

場日

内

申

人

￥

問

<広告欄>　広告欄の掲載についての問い合わせは各広告主へ

	█ 豊栄地区公民館
ÅÜ同館（☎387-2014）
▍ご近所だんぎ　
あなたは大丈夫？フレイル予防講座
Ä11月10日（木）午後１時半～２時半
Ö11月９日（水）午後４時までに電話で同館
※手話通訳が必要な人は伝えてください
▍ユースセミナー「視野をひろげて人
間力を高める」（オンライン講座）
日にち(全4回) 曜日 テーマ

11/19

土

ヨガで心と体を整える

12/17 心理学を生かす
コミュニケーション

R5/1/14 性自認と性的指向を考える
2/18 移住者から学ぶNIIGATA

時間　午前10時～正午　
Ç20 ～ 30代の人先着10人
Ö市ホームページ「かんたん
申込み」
▍地域絆事業	「災害に役立つテレビや
スマートフォンの使い方」
Ä12月14日（水）午後７時～午後８時半
講師　中野　雅嗣さん（NPO
法人ふるさと未来創造堂）
Ç先着40人
Ö市ホームページ「かんたん申込み」
▍区民ギャラリーひつじ草の会絵手紙展
会期　11月８日（火）～ 12日（土）午前
９時～午後９時（８日は午後１時から、
12日は午後１時まで）
▍豊栄地区公民館まつり（秋）
Ä11月26日（土）午前10時～午後５
時・27日（日）午前10時～午後３時
▽作品展示
Ñ生け花、陶芸、手まり、書道、写真、
映像、創作作品、絵手紙、フラワーア
レンジメント、サークル活動紹介など
▽チャリティバザー
Ñ区内有志の手作り作品等の即売会
※各日分無くなり次第終了

	█ 北地区公民館
Ü同館（☎387-1761）
▍キネマ松浜劇場「０（ゼロ）からの風」
Ä11月17日（木）午後１時半～３時半
Ñ息子を悪質な交通事故で失った母親
が、「危険運転致死傷罪」の新設のため
努力した実話を基にした映画
Ç先着40人
Öあす７日（月）午前10時から電話で同館
▍ジュニアワンダーランド　おりがみ
でクリスマスツリーとリースを作ろう
Ä12月３日（土）午後１時～２時半
Ç小学生12人（応募多数の場合抽選）
Ö11月11日（金）午後５時ま
でに市ホームページ「かんた
ん申込み」
▍ぐみの木　レクリエーションダンス
体験会
Äあす７日～ 28日（毎週月曜）午前
10時～正午
Å同館３階ホール
持ち物　内履き、飲み物、タオル、動
きやすい服装

催し・募集 	█ 秋から市民農園を始めませんか
Å濁川ふれあい農園（濁川4251）
É年間400円／㎡
Ö同農園組合（☎258-4488）
Ü産業振興課（☎387-1385）

	█ 区民囲碁大会
Ä11月20日（日）午前９時半～ 
Å豊栄地区公民館　大講堂
ÑクラスＡ・Ｂ（棋力に応じて分かれる）
Ç区内に在住または通勤・通学してい
る小学生以上
É1,000円
Ü豊栄囲碁同好会　齋藤

（☎386-1560）

エンディングノートを使って
理想の終活へ

Ä11月30日（水）午後１時半～３時
Å豊栄健康センター
Ç先着15人
Ö電話で北区社会福祉協議会（☎386-
2778）

ひとり親世帯に食料・日用品
の配付と生活相談

Ä12月10日（土）午後１時半～４時半
Å葛塚コミュニティセンター
Ç北区在住で18歳以下の子を扶養す
るひとり親世帯　先着80世帯
Öあす７日（月）午前８時半か
ら右の二次元コードで申し込み
Ü豊栄商工会（☎387-2264）

「わんちゃんの年齢に合わせて
の食事」講習会

Ä11月20日（日）午前10時～正午
Å葛塚コミュニティセンター
Ç犬を飼っている人先着40人
※ペット同伴不可
Ö電話で同センター（☎384-6077、
平日午前９時～午後４時）

	█ 南浜ミニ朝市
Ä11月20日(日)午前７時頃～
Å南浜船だまり(島見町)
Ñアジ、サケなど鮮魚類の販売
Ü新潟漁業協同組合南浜支所　神田
(☎250-1127)

	█ 豊栄児童センター　ぴよぴよタイム
Ä11月21日（月）午前10時半～同45分
Ç生後６カ月から１歳の乳児親子
Ü同センター（☎384-1520）

	█ 秋咲きつばき展
Ä11月19日（土）午前９時～午後９
時、20日（日）午前９時～午後３時
Å豊栄地区公民館　視聴覚室
Ü豊栄つばき会　宮村（☎386-1855）
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　今年撮影した笑顔の写真を募集します。写真は北区だより新年号の特集記事に掲載します。掲載された人の中か
ら、抽選で10人に図書カードを進呈します。
募集写真　 「笑顔」の写真　※カラー写真に限る。複数人が写っている家族写真なども可。不鮮明な写真や加工した

画像（特殊効果や文字の挿入など）は不可
募集点数　 30枚程度　※応募多数の場合抽選。応募は１人１点のみ
対 象　区内在住の人
応募方法　 12月６日(火)までに、メール（chiikisomu.n@city.niigata.lg.jp）に画

像データ（JPEG形式、１～２MB）を添付し地域総務課へ
　　　　　 ※件名は「北区だより新年号笑顔の写真」とし、本文に応募者の住所・

氏名・電話番号、被写体全員の氏名を記載してください
注 意 点　・必ず被写体の人の了承を得てください
　　　　　・ 写真の掲載にあたり、余白の削除など編集する場合があります
　　　　　・ 個人情報は写真の管理と図書カードの発送のみに利用します。氏名などは紙面には掲載し

ません
　　　　　・ 図書カードの当選者発表は、１月中旬の発送をもって代えさせていただきます
Ü同課（☎387-1155）

メールの
送信は
こちらから▶

新年号を笑顔の写真で飾りませんか新年号を笑顔の写真で飾りませんか

※クイズコーナーはお休みします。
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