
お知らせ
住民票の写しなど
コンビニ交付サービスを一時停止
　７月17日（水）は終日利用できません。
区役所窓口などを利用してください。
■問市民生活課（☎025-226-1013）
市政世論調査に協力を
　市民の皆さんの考えや要望を市政
に反映させるため、市政世論調査を
行います。住民基本台帳から無作為
に抽出した18歳以上の4,000人へ、
７月12日（金）に調査票を発送します。
協力をお願いします。
■問広聴相談課（☎025-226-2094）
お口の健康長寿健診
76歳の人に案内を発送
　今年度から、76歳の人を対象に口
腔機能の検査など を無料で実施しま
す。対象者には案内を発送しました。
７月中に届かない場合は問い合わせ
てください。　■対昭和18年４月２日
～19年４月１日生まれ　■問市役所
コールセンター（☎025-243-4894）、
健康増進課（☎025-212-8157）
受給者証の更新手続きを
　現在各受給者証を持っていて、更
新の案内が届いていない人は問い合
わせてください。 
小児慢性特定疾病受給者証　申請期
限７月18日（木）　■問こども家庭課
（☎025-226-1205）
特定医療費（指定難病）受給者証　申
請期限８月30日（金）　■問保健管理
課（☎025-212-8183）
献血に協力を
　７月は「愛の血液助け合い運動」月
間です。血液の安定供給のために協
力をお願いします。　■時９時半～17
時　■場献血ルームばんだいゆとりろ
（中央区万代１）　※市内を巡回する
献血バスでも可（巡回スケジュールは

県赤十字血液センターHPに掲載）　
■問保健衛生総務課（☎025-212-8014）
「千の風になって」にちなみ
「白い羽のポスト」を設置
　愛媛県西条市が募
集する、亡くなった大
切な人への思いをつ
づった手紙「千の風に
なったあなたへ贈る手
紙」を投

とう

函
かん

するポストを設置します。　
■日８月31日（土）まで　■場歴史博物館
みなとぴあ（中央区柳島町２）　※詳
しくは市役所本館・分館案内、区役
所に設置しているチラシに掲載　
■問文化政策課（☎025-226-2563）
青少年育成員　体験者を募集
新潟駅周辺で青少年への声掛けなど、
街頭育成活動を行う　■日７月26日
（金）18時～20時、27日（土）14時～
16時　■集万代市民会館（中央区東万
代町）　■対20歳以上　■定各日先着
20人　■申７月10日（水）からメール
（chiiki.edu@city.niigata.lg.jp）で基
本事項を地域教育推進課（☎025-
226-3230）へ
７/13から海水浴場オープン
■日７月13日（土）～８月18日（日）９
時～17時45分（西蒲区は８時半～
17時15分）　※期間中は監視員を配
置　■場島見浜、山の下船江町浜、日
和山浜、関屋浜、青山海岸、内野浜、
越前浜、角田浜、間瀬下山、田ノ浦　
■問区役所産業振興担当課（東・中央区
は地域課）
海で泳ぐときの注意事項　❶指定海
水浴場で指定期間に泳ぐ❷子どもか
ら目を離さない❸急な 深みや離岸流
（沖に向かう流れ）に注意する❹波の
高いときは海に近づかない❺お酒を
飲んだら泳がない❻時間と体力にゆ
とりを持つ　■問第九管区海上保安本
部海の安全推進室（☎025-285-0118）

「にいがた市民文学」作品募集
　優秀作品は作品集に掲載されます。
部門小説、詩・歌詞、短歌、俳句、
川柳、児童文学、随筆・評論、コン
ト　■申各締切日までに応募票と作品
を文化政策課（☎025-226-2563）へ　
※作品集の部門扉の挿絵も募集。応
募票・募集要項は市役所本館・分館
案内、区役所、出張所、公民館、図
書館などで配布。市HPにも掲載
青春の部　■対本市在住・在勤・在学
で18歳以下の人　締切日９月３日（火）　
一般の部　■対本市在住・在勤・在学
または出身で19歳以上の人　締切日
９月20日（金）
■にいがた市民文学「創作教室」
■日７月31日（水）　■場クロスパルにい
がた（中央区礎町通３）　■定各先着
30人　■￥無料　■申７月10日（水）９
時から電話で同課
コント　■時10時半～12時
詩　■時13時半～15時
海岸一斉清掃　参加者を募集
　７月15日（祝）６時（西蒲区は７時）
から次の海岸で清掃を行う人を募集
しています。松浜　■問神田（☎025-
259-5299）　太夫浜　■問星野（☎
025-259-2759）　島見浜　■問阿部
（ ☎025-255-2994）　 船江町浜　
■問東区役所区民生活課（ ☎025-
250-2285）　日和山浜　■問中央区
役所窓口サービス課（☎025-223-
7168）　四ツ郷屋浜　■問小川（☎
025-239-2096）　 内野上新町浜　
■問古俣（☎025-262-3237）　五十
嵐３の町浜　■問山口（☎025-263-
8263）　五十嵐２の町浜　■問周藤
（☎025-261-1297）　大学寮裏浜～
青山海岸　■問 前川（ ☎025-267-
5572）　越前浜・角田浜・間瀬下山・
間瀬田ノ浦　■問西蒲区役所区民生活
課（☎0256-72-8312）

■新潟市ホームページ　http://www.city.niigata.lg.jp/　　新潟市広報課Facebookページ　https://www.facebook.com/niigatacitykoho
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元気力アップ・サポーター
７月の登録説明会
　介護施設などでお茶出しなどを行
う同サポーターの登録説明会（各１時
間半）を開催します。活動でポイント
がたまり、翌年度最大5,000円を受
け取ることができます。　
■対本市在住で65歳以上の人
❶豊栄地区公民館　■日11日（木）13
時半　❷東区プラザ　■日17日（水）
10時　■申❶❷電話で東区社会福祉
協議会（☎025-272-7721）　❸中
央区社会福祉協議会　■日22日（月）
10時　■申電話で同協議会（☎025-
210-8720）　❹曽野木地区公民館　
■日17日（水）13時半　❺秋葉区社会
福祉協議会　■日18日（木）13時半　
❻南区社会福祉協議会　■日11日
（木）13時半　■申❹❺❻電話で秋葉
区社会福祉協議会（ ☎0250-24-
8376）　❼内野まちづくりセンター　
■日25日（木）10時　❽巻ふれあい福
祉センター　■日23日（火）13時半　
■申❼❽電話で西区社会福祉協議会
（☎025-211-1630）
マリンピア日本海・関屋浜海水
浴場周辺で交通規制を実施
■日Ａ区間…７月14日（日）、８月11日
（祝）～15日（木）▷Ｂ区間…７月13
日～８月18日の土・日曜、祝・休日
と８月13日（火）～15日（木）　■時９
時～18時　※西海岸公園自由広場
はＢ区間規制日と８月１日（木）は駐
車場として利用　■問マリンピア日本
海（☎025-222-7500）

一方通行

■新潟市ホームページ　http://www.city.niigata.lg.jp/　　新潟市広報課Facebookページ　https://www.facebook.com/niigatacitykoho

FM新潟 NICE TOWN にいがた 毎週土曜　7：55～　77.5MHz
BSN おはよう！新潟市です 毎週金曜　7：50～　AM 1116KHz　FM 92.7MHz

FM Port 新潟シティ・インフォメーション 毎週土曜　9：50～　79.0MHz
FM KENTO What's Up NIIGATA CITY 毎週月～金曜　8：25～　 76.5MHz
エフエム新津 クリック！秋葉区 毎週月～金曜　10：00～　76.1MHz
FM角田山 西蒲ぽかぽか情報 毎週月・水・木曜　12：00～　84.9MHz
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市急患診療センター ☎025-246-1199
口腔保健福祉センター ☎025-212-8020
西蒲原地区休日夜間急患センター 　☎0256-72-5499
水道局　  0120-411-002（または☎025-266-9311）

北 区 役 所（〒950-3393）　☎025-387-1000
東 区 役 所（〒950-8709）　☎025-272-1000
中央区役所（〒951-8553）　☎025-223-1000
江南区役所（〒950-0195）　☎025-383-1000

消防局 ☎025-288-3191
火災情報テレホンガイド ☎025-285-1119
災害時の問い合わせ ☎025-226-5656
市　役　所（〒951-8550） ☎025-228-1000

秋葉区役所（〒956-8601）　☎0250-23-1000
南 区 役 所（〒950-1292）　☎025-373-1000
西 区 役 所（〒950-2097）　☎025-268-1000
西蒲区役所（〒953-8666）　☎0256-73-1000
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NST　八千代ライブ内情報コーナー　
７/26（金）　15：50～

UX　知ットク！新潟　毎週土曜　11：58～

TeNY　いきいき新潟　毎月第１・３土曜　11：40～

NCV（ケーブルテレビ）　水の都新潟市　
毎月第２・４土・日曜　９：00～　12：00～、ほか
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区役所だより

　はがき・往復はがき・FAX・メー
ルでの申し込みの場合は、右の「基
本事項」を記載してください。それ
以外の事項を記載する場合は、個
別の記事ごとに示しています。　
※送り先が「〒951-8550」の場合
は住所の記載不要

申し込みのときは
「基本事項」の記載を

※往復はがきは返信先も明記

はがきの場合（裏面）

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

記号のみかた
＝日時、期日、期間、会期　　　＝時間　※時間は24時間表記
＝会場　　　＝集合場所　　　＝解散場所
＝対象（記載のないものはどなたでも参加可）
　＝定員（「先着」の表記がないものは、応募多数の場合抽選）
＝参加費（記載のないものは無料。趣味・講座、催し物は無料を明記）
＝申し込み（記載のないものは申し込み不要。当日直接会場へ）
HP=ホームページ
　＝ 問い合わせ（区役所●●課の場合は電話番号案内に記載の区
役所代表番号にかけてください）
＝子ども、親子向け情報　　 ＝高齢者向け情報

♣＝にいがた未来ポイント対象事業　

■日 ■時
■場 ■集 ■解
■対
■定
■￥
■申

■問


