
寄せ植え、クイズラリー、ゲームコー
ナー、ほか　■日９月28日（土）９時半
～13時半　■￥入場無料
■フリーマーケット出店者募集
■対18歳以上　■定30区画　■￥１区画
1,000円　■申９月24日火曜（必着）ま
でに、はがきに基本事項、販売品目
を記載し、〒951-8132、中央区一
番堀通町１-２、同事務所へ　※飲食
物・動植物の販売不可
自然遊び　■日10月５日（土）10時

～11時半　■対４歳～小学生とその保
護者　■定15組（１組３人まで）
■￥1,000円　■申９月30日月曜（必着）
までに、はがきに基本事項、参加者
全員の年齢を記載し、同事務所へ
鳥屋野交通公園・運動公園の
催し（中央区女池南３）
■問鳥屋野運動公園（ ☎025-283-
5855）
交通公園フェスタ　交通標識宝探し、
交通ルール教室、ほか　■日９月29日
（日）10時～13時　■￥入場無料　
野球場感謝祭　親子キャッチボール、
eスポーツ体験会、ストラックアウ
ト、ほか　■日10月５日（土）10時～
14時　■￥200円　※就学前児無料
市児童センター（中央区東万代町）
10月の催し
■申９月19日（木）13時から電話で同
センター（☎025-246-7715）
ベビータッチング　■日３日（木）10時
半～12時　■対令和元年５～７月生
まれの子と保護者　■定先着12組　
■￥無料　
将棋教室　■日19日（土）13時半～15時　
■対小学生　■定先着20人　■￥無料　
子どもクッキング　■日26日（土）13
時半～15時半　■対小学生　■定先着
12人　■￥200円
※このほか本冊５面にも催しを掲載
エコープラザ（東区下木戸３） 
10月の催し
■問同施設（☎025-270-3009）
リサイクル品展示提供　■日５日（土）
～17日（木）９時～17時　※月曜（祝
日の場合翌日）を除く。本市在住の小
学生以上１人１点　抽選日時20日
（日）14時から
環境フェスティバル　クイズラリー、
エコ工作、屋外フリーマーケット、
マイボトルカフェ、ほか　■日13日
（日）９時半～15時　■￥入場無料　
※先着500人に花の苗を進呈

坂井輪地区公民館（西区寺尾上３） 
プレママ楽

がっきゅう

級
■日11月８日（金）～30日（土）10時～
12時　※全４回　■対妊婦（パート
ナーの同伴可）　■定20人　■￥無料
■申10月22日（祝）までに電話で同館
（☎025-269-2043）　※10月23日
に抽選結果を連絡

催し物
展示「新潟市の学校図書館・
学校図書館支援センター」
■日10月１日（火）まで10時～20時
※日曜、祝日17時まで　■場ほんぽー
と中央図書館（中央区明石２）　■￥無
料　■問同館（☎025-246-7700）
在新潟ロシア連邦総領事館
開設25周年記念写真展
■日９月21日（土）～26日（木）８時半
～19時　■場NEXT21・１階アトリウ
ム　■￥無料　
※21日15時に駐日ロシア大使など
によるテープカットを実施
■問国際課（☎025-226-1674）
中之口先人館（西蒲区中之口） 
新井美紀油彩画展
■日９月21日（土）～10月13日（日）９
時～16時半　※月曜（祝日の場合翌
日）休館　■￥無料
■問同館（☎025-375-1112）
アクアパークにいがたの催し
■￥ 入館料　■問同施設（西区笠木☎
025-264-6400）
おもちゃ病院　■日９月22日（日）10
時～14時　※精密電子機器は不可。
別途要部品代実費　
ガラポン大会　■日10月６日（日）

11時～15時　■対小学生以下　■定先
着100人（10時から抽選券配布）
秋葉区　地学ハイキング
新津丘陵に石油産業の跡を訪ねる　
■日９月28日（土）９時～16時　■集■解秋
葉公園（秋葉区秋葉３）　■対中学生を
除く15歳以上　■定先着30人　■￥300
円　■申９月19日（木）10時から電話
で石油の世界館（☎0250-22-1400）　
■問秋葉区役所地域総務課（☎0250-
25-5671）
白山公園空中庭園の催し
（中央区一番堀通町）

■問同公園駐車場管理事務所
（☎025-225-3021）　
※雨天中止
空中庭園フェア　フリーマーケット、
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　開催日などが変更にな
る場合があります。詳しく
は各団体に問い合わせて
ください。　■問文化創造推進課（☎
025-226-2624）
迷路と砂丘のまちめぐり亀田
まち歩き参加者が撮影した写真の展
示　■日10月４日（金）～10日（木）９
時～17時　※８日（火）休館。10日は
15時まで　■場亀田駅前地域交流セ
ンター（江南区東船場１）　■￥無料　

■問マチあるき物語実行委員会（☎
090-2846-7550）
旅地蔵の軌跡と
それぞれの阿賀展2019

「旅地蔵－阿賀を行く」の活動記録、
写真展示、ほか　■￥無料　
■問新潟と会（☎080-3142-1684）
新潟県立大学（東区海老ケ瀬）
■日10月26日（土）・27日（日）10時～
16時　※27日13時半にトークイベ
ントを実施　
C
ク ロ ス

ROSS H
ハ ー バ ー

ARBOR（北区三軒屋町）
■日11月16日（土）・17日（日）９時半
～21時半　※17日10時にまち歩き、
13時半にトークイベントを実施

地域の宝を紹介
市民プロジェクト
2019

■フリーマーケット出店者募集
■対18歳以上　■定36区画　■￥１区画
500円　■申９月22日（日）までに電話
で同施設
♣10月の講座
❶包丁研ぎ　■日５日10時、10時半、
11時、11時半　※各30分　■対18歳
以上　■定各回先着６人
❷端切れでカボチャの置き物作り　
■日８日(火)13時、14時半　※各１時
間　■対18歳以上　■定各回先着８人
❸くるみボタンでヘアゴム作り　
■日13日10時、11時　 ※各50分　
■定各回先着25人
❹つばきオイルでハンドクリーム作り　
■日13日13時～14時半　■定先着30人
❺端切れで人形作り　■日18日(金)
13時～16時　■対18歳以上　
■定先着８人
■￥❶100円❷❺各300円❸❹無料　
■申❶❷❺９月18日(水)９時から電話
で同施設❸❹当日９時半から直接同
施設へ
月潟図書館　星空観望会
■日10月５日（土）18時～19時半
■対３歳以上　※中学生以下は保護者
同伴　■定先着40人　■￥無料　■申９
月19日（木）10時から電話で同館（南
区月潟☎025-375-3001）
市民プラザ（NEXT21・６階） 
誰でも自由にピアノが弾ける日
■日10月６日（日）・７日（月）９時～20
時　■定各日先着22組　■￥30分500
円　■申９月18日（水）９時から電話で
同施設（☎025-226-5500）
市民茶会
■日10月６日（日）10時～16時　■場白
山公園空中庭園、りゅーとぴあ、燕
喜館、旧齋藤家別邸、旧小澤家住宅、
新潟伊勢丹、総合福祉会館　■￥前売
り券…３席1,800円（新潟伊勢丹な
どで販売）▷当日券…１席700円（各
会場で販売）　■問文化政策課（☎
025-226-2563）　※同茶会のため
当日は旧齋藤家別邸、旧小澤家住宅
の一般公開なし
♣陸上競技場（中央区一番堀通町） 
健康・体力づくりのつどい
■日10月６日（日）　■￥無料　■問市ス
ポーツ協会（☎025-266-8250）
❶簡易体力測
定、フェンシ
ング・サイク
リングVR体験　
■時10時～12
時、13時～15
時半　
❷50ｍ走記録測定　■時13時～15時半
❸ かけっこ教室　■時13時、14時
15分　※各45分　■定各回50人　

❹ ラグビー体験　■時13時～14時　
■定50人
■対❶❷６歳以上❸小学生❹４歳～小
学３年生　■申❸❹９月23日（祝）まで
にメール（info@niigatashi-sports.
or.jp）で基本事項、学年（年齢）、保
護者氏名を同協会へ
消防局（中央区鐘木）　消防フェスタ
放水・ レ ス
キュー体験、
音楽隊演奏、
ほ か　■日10
月６日（日）10
時～16時
■￥ 無料　■問消防局企画人事課（☎
025-288-3210）
新潟ジュニアジャズオーケストラ
演奏会
■日10月６日（日）14時半～15時半
■場東区プラザ（東区下木戸１）　
■定先着250人　■￥無料
■問文化政策課（☎025-226-2563）
講演会
「認知症の正しい理解と予防」
■日10月10日（木）13時～15時半
■場東区プラザ（東区下木戸１）　■定先
着200人　■￥無料　■申９月18日（水）
からFAX（025-222-5531）で基本
事項を地域包括ケア推進課（☎025-
226-1281）へ
講演会「追想・富

と み も と

本憲
け ん き ち

吉先生～
オマージュとして」
陶芸家・柳

やなぎはら

原睦
む つ お

夫さんが師の思い出
を語る　■日10月11日（金）14時～15
時半　■場日報ホール（中央区万代３）　
■定先着100人　■￥500円　■申 ９月
18日（水）から往復はがきに基本事項
を記載し、〒950-0088、中央区万
代３-１-１、會津八一記念館（☎025-
282-7612）へ
こども創造センターの催し

（中央区清五郎）

■￥各500円　※小学２年生以下は保
護者同伴
❶書家・華雪によるアート書道ワー
クショップ　オリジナルの「木」とい
う字を書く　■日10月12日（土）14時
～16時　■対小・中学生　■定20人
❷❸N

ノ イ ズ ム

oismによるからだワーク
ショップ　体全体でいろいろなもの
を表現　■日10月19日(土)　■時❷13
時❸14時半　※各１時間　■対❷３
歳～就学前児とその親❸小学生　
■定❷20組❸25人
■申❶は９月30日（月）、❷❸は10月
４日（金）までに電話で文化創造推進
課（☎025-226-2624）　※❶は10
月４日、❷❸は11日までに抽選結果
を発送。このほか本冊５面にも催し
を掲載

問い合わせ・申し込みの際は電話番号のかけ間違いがないよう注意してください

　長寿を祝い、今年度100歳になる人（大正８年４月１日～９年３月31日
生まれ）へ市長や区長などが表敬し、祝い状と祝い品を贈呈します。
■問高齢者支援課（☎025-226-1290）
■市内の高齢者の人数（８月１日現在）
65歳以上の人　22万9,558人（前年度比2,388人増）
100歳の人　283人（同22人増）　※今年度100歳になる人
100歳以上の人　551人（同27人増、最高齢は111歳）

あす16日は敬老の日　100歳以上は551人
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