
行政苦情審査会委員による
市政に関する苦情の相談
■日４月16日（火）13時～15時半（１
人１時間）　■場同審査会室（市役所本
館）　■定先着２人　■申３月20日（水）
～４月９日（火）に電話で同審査会事
務局（ 広聴相談課内☎025-226-
2098）
子育てなんでも相談センター
「きらきら」
■日月～金曜８時半～17時15分　
相談専用電話☎025-248-2220
発達障がい支援センター
J
ジ ョ イ ン

OINの利用を
発達障がい者とその家族、関係機関
からの相談に専門相談員が対応　
※要予約　■日月～金曜８時半～17
時半、土曜９時～15時　■申電話で同
センター（☎025-234-5340）

趣味・講座
ゆいぽーとの講座（中央区二葉町２）
■￥無料　■問同施設（☎025-201-7530）
水と土の芸術祭などの作品展示　
■日５月30日（木）まで９時～21時半　
作家によるワークショップ説明会　
■日４月５日（金）19時、６日（土）・７
日（日）14時　※各１時間
♣ 亀田総合体育館（江南区茅野山３） 
親子プレイタイム
■日３月25日（月）10時半～11時半　
■対就学前児 と 保護者　■￥300円　
■問同館（☎025-381-1222）
新潟市アイスアリーナ
初・中級者向けスケート教室
■日３月30日（土）・31日（日）、４月３
日（水）・４日（木）９時～同45分　
※各全２回　■対４歳～高校生　■定各
先着100人　■￥3,800円　■申 ３月
20日（水）10時から電話で同施設（中
央区鐘木☎025-288-1234）
坂口安吾にちなんだ読書会
■日４～９月の第１火曜19時～21時　
■場クロスパルにいがた（中央区礎町通
３）　■定各回先着30人　■￥各回500
円　■問 文化政策課（ ☎025-226-
2563）
クロスパルにいがた（中央区礎町通３） 
パソコン　ワード講座
■日第１木曜10時～12時　■対パソコ
ンを使用したことがない人　■定各回
先着14人　■￥無料　■申開催日２カ
月前の１日９時から電話で同施設
（☎025-224-2088）
♣ 鳥屋野総合体育館の講座
（中央区神道寺南２）

❶産後ママヨガ　■日４月８日～５月
27日（月曜全６回）10時半～11時
15分　■対 １ 歳未満 の 子 と 母親　
■定先着40組　■￥2,400円　
❷親子ヨガ　■日４月12日～５月31
日（金曜全６回）10時15分、11時半　
※各45分　■対１～３歳の子と母親　
■定各先着10組　■￥3,000円　
❸25ｍ完泳クロール教室　■日５月
10日～６月28日（火・金曜全15回）
17時～18時　■対小学３・４年生　
■定先着15人　■￥4,500円　
※別途毎回入場料が必要　■申❶は３
月20日（水）14時、❷は３月22日（金）
14時、❸は３月20日（水）13時半か

日本では狂犬病の発生はありません
が、周辺国を含む世界中で発生して
おり、狂犬病予防注射で万一の侵入
に備えることが重要です。
「緑と花の応援団」
賛助会員を募集
　市内の都市緑化推進事業に賛同す
る同会員を募集します。　※会員は
協力店での割引が受けられるほか、
ばら教室（年４回無料）、ガーデニン
グ講座（年２回割引）、空中庭園フェ
ア（寄せ植え無料）での特典あり　年会
費（１口）個人2,000円、法人10,000
円　■問開発公社緑化・施設整備課（☎
025-234-2633）
ひまわりクラブ
支援員・補助員募集
支援員　採用日６月１日　受験資格
教員免許など所定の免許・資格があ
る　■定若干名　■申４月２日（火）まで
に所定の申込書を市社会福祉協議会
地域福祉課（☎025-248-7167）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
補助員　■定若干名　■申電話で同課
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
市民相談室（市役所本館） 
４/１からの法律・民事・人権相談
予約電話☎025-226-1025
❶弁護士　離婚・相続・契約などの
法律的な相談　■日第１～４月曜・第
１水曜13時15分～16時15分、第
１・３金曜９時～12時　❷司法書士　
登記、成年後見制度、ほか　■日火曜
13時半～15時半　❸行政書士　内
容証明郵便、ほか　■日火曜10時～12
時　❹公証人　遺言書、任意後見契
約、ほか　■日水曜10時～12時　❺
民事相談員　離婚・相続など　■日月
～金曜９時～16時　❻人権擁護委
員　家庭内・近隣間のもめ事、差別、
ほか　■日第２・４木曜10時～12時、
13時～15時
■定❶各日先着６組❷❸❹各日先着４
組　※１組30分。❺❻は予約不要、
電話での相談可。区役所区民生活課
（北・中央区を除く）、豊栄さわやか
老人福祉センター（北区東栄町１☎
025-386-0745）でも弁護士相談を
実施。日程など詳しくは会場へ要問
い合わせ
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４月９日（火）９時半～12時　■場建
築行政課（市役所分館）　■定先着５組　
■申３月20日（水）８時半から電話で同
課（☎025-226-2845）
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４月12日（金）９時
～17時　制度説明会　■日４月16日
（火）10時～11時半

運動公園球技場、ほか　■￥１チーム
5,000円　■申４月15日（月）までに所
定の申込書を同大会実行委員会事務
局へ　※申込書は市スポーツ協会で
配布。同協会HPにも掲載　■問同協会
（☎025-266-8250）
長崎へ平和取材
親子記者募集
平和祈念式典などへの参加、「おやこ
記者新聞」の制作、ほか　■日８月８日
（木）～11日（祝）　※３泊４日　■対小
学４～６年生と保護者　■定９組（２
人１組）　■申５月７日火曜（必着）ま
でに所定の申込書を日本非核宣言自
治体協議会事務局へ　※実施要領・
申込書は同協議会ＨＰに掲載　
■問総務課（☎025-226-2409）
狂犬病予防注射　
年１回の接種を
　狂犬病予防法により、犬には登録
と年１回の狂犬病予防注射が義務付
けられています。市では４月に集合
注射を実施します。登録のある犬の
飼い主に会場などを記載した通知は
がきを３月下旬に発送します。通知
はがきに記載の会場以外でも受けら
れます。登録がない犬は、登録して
注射を受けて下さい。詳しくは市HP
に掲載しています。
持ち物通知はがき、愛犬手帳（持って
いる人）　■￥3,200円（登録もする場
合6,200円）　※動物病院でも接種
可（診察料別途）　注意事項❶会場で
は犬を制御する（興奮するため通常よ
り力が必要）❷ふんは持ち帰る❸犬
の健康に不安がある場合は病院で受
診する　■問動物愛護センター（☎
025-288-0017）
■狂犬病とは
　狂犬病は人を含め全ての哺乳類に
感染し、発症するとほぼ100％死に
至る恐ろしい病気です。狂犬病を発
症した犬にかまれて、世界中で毎年
６万人が亡くなっています。現在、
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新規塾生を募集
異業種間の交流・討論で、商業に対
する多角的な思考力や発想力を養う　
■日５月～来年３月の第２水曜19時～
21時　※３年制　■対本市または近郊
在住・在勤で40歳以下の店舗経営・
開業希望者　■定25人程度　■申４月
19日（金）までに所定の申込書を商業
振興課（ 市役所分館☎025-226-
1633）へ　※募集案内・申込書は市
HPに掲載。４月17日（水）19時から
説明会を実施
佐潟写真展
作品を募集
■対佐潟や周辺地域の自然や風景の写
真　■申４月３日（水）～23日（火）に作
品（四つ切りまたはＡ４サイズ。額縁
に入れたもの）を佐潟水鳥・湿地セン
ター（西区赤塚☎025-264-3050）へ　
※１人２点まで 
早起き野球大会
出場チームを募集
■日５月19日～７月28日（日）　■対本
市在住・在勤（女性単独チームは除
く）、在学（大学・専門学校・定時制
高校生）の人　部門一般の部、壮年の
部（男性は昭和49年４月１日以前に
生まれた人、女性は年齢不問）　■￥１
チーム10,000円　■申３月29日（金）
～４月２日（火）に所定の申込書を鳥
屋野運動公園野球場へ　※募集要
項・申込書はスポーツ振興課（市役所
白山浦庁舎）、市野球連盟（同野球場
内）で配布。市HPにも掲載　■問同課
（☎025-226-2598）
■審判講習会
■日３月31日（日）９時から　■場みどり
と森の運動公園（西区板井）
 市民サッカー大会
出場チームを募集
■日６月９日～７月20日の土・日曜　
※抽選会・開会式は４月25日（木）18
時半から市体育館で開催　■場太夫浜

記号のみかたなどは１面参照

申し込みのときに記載する基本事項　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
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　重度心身障がい者と人工透析患者を対象に各種交通費の助成を行いま
す。対象者と助成内容は30年度と同様です。詳しくは問い合わせてくだ
さい。
助成の種類　重度心身障がい者…❶福祉タクシー❷自動車燃料費❸リフ
ト付きタクシー▷人工透析患者…❹通院タクシー❺自動車燃料費❻IC
カード「りゅーと」を使用したバス代　
※❶と❷の両方の申請は不可。❹～❻はいずれか１つを選択
申請窓口　区役所健康福祉課、出張所
申請に必要なもの　身体障害者手帳または療育手帳、印鑑　※人工透析
患者は自立支援医療（更生・育成医療）受給者証も必要
■問市役所コールセンター（☎025-243-4894）、同課
タクシー利用助成券
　31年度分の福祉タクシーと通院タクシーの利用助成券の交付申請は３
月25日（月）から受け付けを開始します。リフト付きタクシーの利用助成
券の交付申請は随時受け付けています。
自動車燃料費・バス代助成
　31年度分から自動車燃料費とバス代の助成の事前手続きは不要です。
申請期間は４月１日（月）～来年３月31日（火）です。申請時は上記「申請
に必要なもの」のほか、助成対象となる全ての領収書と障がい者本人名義
の銀行口座が分かる物を持参してください。　※自動車燃料費は障がい
者本人または生計同一の家族名義の車検証も必要
■30年度分の自動車燃料費・バス代　請求は５/７まで
　期限を過ぎた請求は受け付けませんので注意してください。

重度心身障がい者・人工透析患者向け
平成31年度分の交通費を助成
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