
看護職・介護職の就労支援講習会
「高齢者ケアのための学びなおし」
■日２月16日、３月２日・16日（土）９
時～16時　■場新潟青陵大学（中央区
水道町１）　■対高齢者ケアや高齢者
施設での就労に関心がある看護職・
介護職の人　■定各回30人（３月16日
のみ12人）　■￥無料　■申２月１日
（金）までに電話で同大学地域貢献セ
ンター（☎025-368-7053）　■問地域
医療推進課（☎025-212-8018）
♣ 市体育館（中央区一番堀通町） 
陸上選手が教えるかけっこ教室
■日２月16日（土）　■時■対９時半…小
学３・４年生▷10時45分…小学５・
６年生　※各１時間　■定各先着30人　
■￥500円　■申１月23日（水）９時から
電話で同館（☎025-222-6006）
市場の食材で親子クッキング

■日 ２月16日（土）10時～13時半　
■場いくとぴあ食花（中央区清五郎）　
■対小学 ３ 年 ～ 中学生 と 保護者　
■定16組　■￥1,500円　■申２月１日
（金）までにメール（ichiba@city.
niigata.lg.jp）で基本事項、参加者全
員の郵便番号・住所、子どもの学年
を記載し中央卸売市場（☎025-257-
6767）へ　※当選者のみ２月８日ま
でに案内を発送
砂丘館（中央区西大畑町） 
香
こう

道
どう

入門講座　
■日２月24日（日）10時、13時半（各２
時間）　■定各回先着20人　■￥3,500
円　■申１月23日（水）９時から電話で
同館（☎025-222-2676）
ほんぽーと中央図書館（中央区明石２） 
初心者向け語りの講座
■日２月24日（日）13時半～16時半　
■定先着100人　■￥100円　■申 １月
24日（木）から電話で市役所コールセ
ンター（☎025-243-4894）　■問同館
（☎025-246-7700）

❶メディアの中の女性　■日２月９日
（土）13時半　■定40人
❷地域防災力アップ　■日２月23日
（土）14時　■定30人
❸ＤＶＤ上映会「ベトナムの風に吹
かれて」　■日２月27日（水）13時半　
■定先着200人
■申❶は１月29日（火）、❷は２月12
日（火）までに電話で同施設❸１月25
日（金）から電話で市役所コールセン
ター（☎025-243-4894）　※保育あ
り（６カ月～就学前児５人。要予約）
坂井輪図書館（西区寺尾上３） 
読書会
■日２月13日（水）10時～12時　
テーマ「日本が売られる」堤未果著　
■￥無料　■問同館（☎025-260-3242）
親子防災講座

■日 ２ 月15日（ 金 ）13時 ～14時　
■場はっぴいmamaはうす（中央区神
道寺１）　■対乳幼児と保護者　■定先
着20組　■￥500円　■申 １ 月23日
（水）９時からメール（npo.hmo@
gmail.com）で基本事項を同施設へ　
■問防災課（☎025-226-1143）
中之口農業体験公園 
２月の講座　
■￥1,000円　■申１月24日（木）９時か
ら電話で同公園（西蒲区東小吉☎
025-375-2505）
ミニストール作り　■日16日（土）９時
半～12時　■定先着10人　
郷土料理教室（煮

に

菜
な

）　■日22日（金）
９時半～12時半　■定先着12人
講座「安心して依存を語れる
社会をめざして」
■日２月24日（日）14時～16時　■場新
潟テルサ（中央区鐘木）　■定先着120人　
■申無料　■申１月24日（木）から電話で
市役所コールセンター（☎025-243-
4894）　■問こころの健康センター（☎
025-232-5551）

食文化による地域活性化
セミナー・交流会
■日１月31日（木）　■申１月23日（水）
からメール（info@niigata-shoku
bunka.com）で基本事項、参加者全
員の電話番号を食文化創造都市推進
会議事務局（食と花の推進課内☎
025-226-1802）へ
食文化を活用した観光振興・マーケ
ティング　■時15時半～18時15分　
■場クロスパルにいがた（中央区礎町通
３）　■定先着80人　■￥無料
交流会　■時19時～20時半　■場ホテ
ルイタリア軒（中央区西堀通７）　
■定先着40人　■￥3,000円
♣東総合スポーツセンターの教室
（東区はなみずき３）

■申１月23日（水）９時から電話で同セ
ンター（☎025-272-5150）
初心者クライミング　■日２月２日～
３月２日（土曜全５回）13時半～15
時　■対 中学生 を 除 く15歳以上　
■定先着18人　■￥5,000円（各回別途
要入場料）
英語で親子ヨガ　■日２月13日～３
月13日（水曜全５回）13時～同45分　
■対１～３歳の子と母親　■定先着12組　
■￥2,500円
♣ 西総合スポーツセンター
産後ママヨガ
■日２月５日～３月12日（火曜全６回）
10時15分、11時半　 ※各45分　
■対産後１年未満の子と母親　■定各先
着15組　■￥3,000円　■申１月23日
（水）13時半から電話で同センター
（西区五十嵐１☎025-268-6400）
クロスパルにいがたの講座
（中央区礎町通３）

■問同施設（☎025-224-2088）
生涯学習相談ボランティア養成講座
傾聴、接遇などを学ぶ　■日２月６日
～３月20日（水曜全６回）13時半～
15 時半　■定 先着 20 人　■￥ 無料　
■申１月23日（水）９時から電話で同施設
子育て講座　子どもの心の発達に
ついて専門家が語る　■日２月17日・
24日（日曜全２回）10時～12時　
■対１歳半までの子どもの両親　※保
育あり（６カ月～１歳半20人）　
■定20組　■￥無料　■申２月１日（金）ま
でに電話で同施設　※抽選の場合、
初めての人を優先
市民大学特別講座「湊

みなとまち

町文
化の華　古町芸

げ い ぎ

妓」　■日３
月６日・13日（水）19時、17
日（日）13時半　※全３回。各２時間　
■定100人　■￥3,000円　■申 ２月17
日（日）までに電話で市役所コールセ
ンター（☎025-243-4894）　
♣ 黒埼地区総合体育館（西区金巻） 
キッズダンス
■日２月９日・16日・23日（土）10時
～11時　■対 ４ 歳 ～ 小学 ３ 年生　
■定各回先着20人　■￥250円　■申１
月23日（水）９時から電話で同館（☎
025-377-5211）
アルザにいがたの講座
（中央区東万代町）

■￥無料　※各２時間　■問同施設（☎
025-246-7713）

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

相　談
ひとり親向け
就職支援・相談窓口
■日月～金曜８時半～17時半　■対本
市在住で、児童扶養手当またはひと
り親家庭等医療費助成の受給者　
相談電話☎025-226-1201（こども
家庭課）　※面談は要予約。生活保護
受給者はケースワーカーに相談
里親に関心がある人向け
相談・説明会
■場児童相談所（中央区川岸町１）
■申開催日前日17時までに電話で同
施設（☎025-230-7777）
個別相談会　■日２月８日（金）９時～
17時
制度説明会　■日２月15日（金）10時
～11時半
新築・増築・リフォームなど
専門家による住宅建築相談会
■日２月12日（火）９時半～12時
■場建築行政課（市役所分館）　■定先着
５組　■申１月23日（水）８時半から電
話で同課（☎025-226-2845）
アルザにいがた相談室
■問同施設（中央区東万代町☎025-
246-7713）
こころの相談　電話相談☎025-
245-0545　■日水・日曜10時～15
時半、金曜14時～19時半
面接相談　■日火・木・土曜10時～17
時半　※相談ダイヤルで要予約
女性のこころとからだ専門相談
■日第２水曜14時～17時、第４水曜
９時～12時　※第２水曜は新潟大
学旭町キャンパスで実施
■対女性　■定各日先着３人（要予約）　
■申電話で同施設
男性相談員による男性電話相談☎
025-246-7800　■日第４火曜18時
半～21時　■対男性
性的マイノリティ電話相談☎025-
241-8510　■日第１月曜17時～20
時半

趣味・講座
歴史博物館みなとぴあ
講座「近世新潟町の助

す け ご

買」
■日 １月27日（日）13時半～15時　
■￥100円　■問同館（中央区柳島町２
☎025-225-6111）
田舟の里（江南区亀田） 
健康教室　ピラティス
■日１月30日（水）13時半～14時半　
■対35歳以上　■定先着15人　■￥300
円　■申１月23日（水）９時から電話で
同施設（☎025-382-1566）
※２月９日（土）～12日（火）は休館
講座「支えあう農業・障がい福祉」
■日１月31日（木）13時～16時　■場食
育・花育センター（中央区清五郎）　
■定先着100人　■￥無料　■申１月23
日（水）８時半から電話で障がい福祉
課（☎025-226-1249）
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市民農園利用者を募集
利用期間　４月～来年３月（更新により継続利用可）
対象　本市在住で自ら耕作・管理できる人　
※栽培は野菜・草花のみ（果樹・花木の植樹は不可）。同時期に複
数の市民農園の利用不可
年間使用料　108～400円／㎡　
※継続可能期間、年間使用料など詳しくは申込先に問い合わせ
申し込み方法　２月12日火曜（必着）までに、はがきに基本事項、
希望農園名を記載し申込先へ　
※応募多数の場合抽選。１世帯１通のみ

❶長浦市民農園（北区浦木）　面積25㎡　申込先〒950-3393（住
所不要）、北区役所産業振興課（☎025-387-1385）
❷濁川ふれあい農園（北区濁川）　※標準またはハーブを選択（申し込
み時要記載）　面積30㎡　申込先〒950-3131、北区濁川4251、同
農園（☎025-258-4488）
❸ファミリーファーム近江すこやか農園（中央区上近江３）　面積
33㎡　※駐車場なし
❹上所すこやか農園（中央区上所上２）　面積33㎡　※駐車場なし
申込先❸❹〒950-0195（住所不要）、江南区役所産業振興課
（☎025-382-4821）
❺板井市民農園（西区板井）　面積25～39.7㎡　申込先〒950-
2097（住所不要）、西区役所農政商工課（☎025-264-7630）
❻越前浜市民農園（西蒲区越前浜）　面積50～86.6㎡　申込先
〒953-8666（住所不要）、西蒲区役所産業観光課（☎0256-72-8417）
❼中之口農業体験公園（西蒲区東小吉）　面積50㎡　申込先
〒950-1323、西蒲区東小吉775-１、同公園（☎025-375-2505）

 市から発送する通知書など 　国保・後期高齢者・介護保険料の納入済額のお知らせ…■日１月24日（木）　※２月１日までに届かない場合は要問い合わせ　
■問区役所区民生活課（中央区は窓口サービス課）　※旧市町村分の国民健康保険税は納税課（☎025-226-2294）へ
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