
2657）　■問障がい福祉課（☎025-
226-1238）
西川学習館（西蒲区曽根）　読書会
面白かった本を紹介し、感想などを
語り合う　■日４月20日（土）14時～
16時　■￥ 無料　■問西川図書館（☎
0256-88-0001）
天寿園（中央区清五郎）　ばら教室
■日 ４月24日（水）13時半～15時　
■定50人　■￥400円　■申４月19日金
曜（必着）までに往復はがきに基本事
項を記載し、〒951-8131、中央区
白山浦１-613-69、開発公社緑化・
施設整備課（☎025-234-2633）へ
中之口農業体験公園（西蒲区東小吉）
米粉のうどん作り教室
■日４月26日（金）９時半～12時半　
■定先着12人　■￥1,200円　■申４月
11日（木）９時から電話で同公園（☎
025-375-2505）
うららこすど（秋葉区小須戸） 
５月の体験教室
■時10時～12時
❶ハーバリウム　■日３日（祝）　■定先
着20人　■￥2,000円　❷みそ作り　
■日８日（水）　■定25人　■￥3,500円　
❸笹団子作り　■日26日（日）　■定先
着18人　■￥1,200円
■申❶❸４月10日（水）９時から電話で
同施設（☎0250-38-5430）❷４月
19日金曜（必着）までにはがきに基本
事項を記載し、〒956-0101、秋葉区
小須戸893-１、同施設へ　※❷は当
選者のみ４月30日までに案内を発送
♣ 楽しく健康づくり・介護予防
５月の総おどり体操
■時10時～11時半　■￥無料　■申４月
12日（金）から電話で市役所コールセ
ンター（☎025-243-4894）　■問高齢
者支援課（☎025-226-1290）
❶内野まちづくりセンター　■日７日（火）
❷岩室地区公民館　■日９日（木）
❸クロスパルにいがた　■日10日（金）　
❹白根健康福祉センター　■日16日（木）
❺亀田市民会館　■日17日（金）　
❻東区プラザ　■日21日（火）・23日
（木）　※いずれか１日のみ参加可　
❼総合福祉会館　■日24日（金）　
❽豊栄地区公民館　■日30日（木）
❾新津健康センター　■日31日（金）
■定各40人（❸❾各50人❺60人❼80
人）　※各先着
♣みどりと森の運動公園（西区板井） 
ノルディックウオーキングセミナー
■対中学生を除く15歳以上　■問同公
園（☎025-379-3766）
初心者　■日５月７日（火）・26日（日）
13時～15時半　■定各日先着20人　
■￥500円　■申４月10日（水）９時から
電話で同公園
経験者　■日５月21日・28日（火）14
時 ～15時半　■￥200円　 ※専用
ポールの貸し出しあり（■定先着20人、
■￥400円、要申し込み）
弓道教室
■対 中学生以上　■定 各先着 30 人　
■￥一般5,000円、大学生以下4,000
円　■申４月25日木曜（必着）までに往
復はがきに基本事項、性別、希望の
会場を記載し、〒950-3112、北区

４日（祝）９時半～17時半　■場市役
所分館１-101会議室　■定各日先着
８組　■申４月10日（水）から移住・定
住サイト「HAPPYターン」で申し込み　
■問雇用政策課（☎025-226-2149）
行政苦情審査会委員による
市政に関する苦情の相談
■日５月20日（月）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４月10日（水）～
５月13日（月）に電話で同審査会事務
局（広聴相談課内☎025-226-2098）
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・水・木・土曜10時～17時　
※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　■場新潟大
学旭町キャンパス　■対女性　■定先着
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
こころといのちのホットライン
家庭、仕事、健康、人間関係など日常
生活の悩みや不安　■日月～金曜17
時～22時、土・日曜、祝日10時～16
時　相談専用電話☎025-248-1010
ほんぽーと中央図書館（中央区明石２） 
ビジネス向け融資相談会
■日第４木曜15時～17時　■対市内在
住・在勤の人　■定先着２人　※１人
１時間　■￥無料　■申電話で同館（☎
025-246-7700）

趣味・講座
ほんぽーと中央図書館（中央区明石２） 
講座「新潟ゆかりの文学」
■日 ４月13日（土）13時半～15時　
テーマ歌人山

やまざきほうだい

崎方代と会
あ い づ や い ち

津八一　
■定先着30人　■￥500円　■問同館（☎
025-246-7700）
佐潟水鳥・湿地センター（西区赤塚） 
佐潟自然散歩
■日４月13日・27日（土）９時半～11
時　■￥無料　■問同センター（☎025-
264-3050）
♣市民探鳥会
■日４月20日（土）６時～８時　※雨天
決行。筆記用具が必要。双眼鏡、ポ
ケット図鑑がある人は持参　■集❶西
海岸公園市営プール（中央区関屋１）
❷青山小学校正門前（西区西有明町
４）　■￥無料　■問環境政策課（☎025-
226-1359）
眼鏡装着型文字読み取り装置の
体験・研修会
■日４月20日（土）10時半、13時半　
※各回１時間半程度　■場総合福祉会
館（中央区八千代１）　■対本市在住の
視覚障がい者　■￥無料　■申４月12
日（金）までに電話で市視覚障害者福
祉協会厚生部・佐藤（☎025-231-

光化学スモッグ　春から夏は注意
　光化学スモッグは春から夏にかけ
て、風が弱く気温の高い晴れた日に
発生しやすくなります。光化学スモッ
グ注意報が発令された場合は、にい
がた防災メール、市HP「緊急・災害」、
テレホンサービス（☎025-283-
7418）、広報車などでお知らせしま
すので、屋外での活動や自動車など
の利用をできるだけ控えてください。
目やのどに刺激や痛みを感じた場合
は、洗眼やうがいをし、室内で安静
にしてください。
■問環境対策課（☎025-226-1367）
４～７月ごろはカラスの繁殖期
威
い

嚇
かく

に注意
　カラスの巣には不用意に近づかず、
やむを得ず近くを通るときは、帽子
をかぶったり傘を差したりして身を
守りましょう。　■問区役所区民生活
課（中央区は窓口サービス課）
パスポート申請は早めに
　４月26日（金）までに受け取りが必
要な人は４月19日（金）までに申請し
てください。４月24日（水）から５月
15日（水）までの申請は、受け取りま
でに最大15日かかります。　※詳し
くは市HPに掲載　■問パスポートセン
ター（☎025-226-7744）
2019年度版統計グラフを配布
各種統計から見た本市の状況などを
紹介　配布場所市役所本館・分館案
内、区役所区民生活課（中央区は窓口
サービス課）、出張所　※市HPにも
掲載。英語版もあり　■問総務課（☎
025-226-2413）
有毒植物による食中毒に注意
　山菜採りなどで誤って有毒な野草
を採取し、食べたことによる食中毒
が発生しています。食用と確実に判
断ができない場合は絶対に食べない
でください。野草を食べて体調が悪
くなった場合は、食べた野草を持っ
てすぐに医師の診察を受けてくださ
い。　■問食の安全推進課（☎025-
212-8226）
東区産業・観光フォトコンテスト
作品募集
部門産業のまち、東区の四季　応募
期間10月１日（火）～１月17日（金）　
■申所定の応募票と作品を新潟フジカ
ラー取扱店舗または東区役所地域課
（☎025-250-2130）へ　※応募票は
申込先などで配布
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
くらしとこころの総合相談会
弁護士、保健師、精神保健福祉士ら
が借金やこころの健康などの相談に
対応　■日４月19日（金）17時半～20
時半　■場総合福祉会館（中央区八千
代１）　■申電話でこころの健康セン
ター（☎025-232-5570）
UIターン検討者向けＧＷ相談会
■日４月29日（祝）・30日（休）、５月３・

耐震診断・耐震改修などに助成
■申あす８日 から所定の申請書類を建
築行政課（市役所分館☎025-226-
2841）へ　※補助金交付決定前に着
手したものは対象外。案内・申請書
は同課で配布、市HPにも掲載
❶耐震診断士派遣　 自己負担額
5,000円から（65歳以上の人のみの世
帯や障がい者などがいる世帯は無料）
❷耐震設計費補助　補助率２分の１　
補助上限額10万円　
❸耐震改修工事費補助　補助率３分
の２　補助上限額120万円（65歳以
上の人のみの世帯や障がい者などが
いる世帯は150万円）　
❹耐震改修等促進リフォーム工事費
補助　補助率２分の１　補助上限額
20万円　
❺危険ブロック塀等撤去工事費補助　
補助率２分の１　補助上限額15万円
■対❶～❹昭和56年５月31日以前に
建築された個人所有の２階建て以下、
延べ面積500㎡以下の木造戸建て住
宅（❷❸は❶の診断の結果、倒壊する
可能性があるまたは高い場合のみ、
❹は❸の対象の場合のみ対象）❺高
さ１ｍ以上で道路に接していて倒壊
の危険性があるブロック塀など
日中韓で文化交流　
高校・大学生などを募集
東アジア文化都市青少年交流　伝統
工芸体験、文化施設見学、ほか　■日❶
７月27日（土）～30日（火）❷８月１
日（木）～５日（月）❸８月11日（祝）～
15日（木）　■場❶本市❷清

チョンジュ

州市（韓
国）❸青

チンタオ

島市（中国）　■対本市在住・在
学の高校生　■定各10人　■￥❶無料
❷❸各３万円（別途パスポート取得
費などが必要）　■申５月８日水曜（必
着）までに所定の申込書と小論文
（400字程度）を文化創造推進課（☎
025-226-2554）へ
ウルサン市（韓国）との青年交流　
ワークショップ、ホームステイの受
け入れ、ほか　■日８月10日（土）～12
日（振休）　■対本市在住・在学の高校・
専門学校・大学生　■定12人　■￥無料　
■申４月22日（月）までに所定の申込書
と小論文（800字以内）を国際課（☎
025-226-1677）へ
※語学力は不問。申込書・募集要領な
どは市内の高校で配布、市HPにも掲載
介護保険サービスガイド
2019年度版を配布
配布場所区役所健康福祉課、出張所、
地域保健福祉センター、ほか　■問高
齢者支援課（☎025-226-1295）
市政さわやかトーク宅配便
　市職員が市民の皆さんのところへ
出向き、市の事業や施策などを紹介
します。　■対本市在住・在勤・在学
の人で構成する、当日10人以上の参
加が見込まれる団体・グループ　
■時10時～21時の間でおおむね２時
間以内　■申希望日の１カ月前までに
所定の申込書を各テーマの担当課ま
たは広聴相談課（☎025-226-2094）
へ　※申込書は市役所本館・分館案
内、区役所、出張所、公民館などで
配布するパンフレットや市HPに掲載　
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 市から発送する通知書など 　国民健康保険料仮徴収通知書、後期高齢者医療仮徴収額決定通知書、介護保険料仮徴収通知書・暫定通知書…■日４月９日（火）　
■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）
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