
記号のみかたなどは１面参照

市政参画コーナー
■日来年１月16日（木）13時半～15時
半、17日（金）13時半～15時、18時
半～20時　■場音楽文化会館（中央区
一番堀通町）　■定各回400人　■￥無
料　■申12月６日（金）までに往復はが
きに基本事項を記載し、〒950-
0084、中央区明石１-２-６-407、㈱
新潟コンベンションサービス内新潟
春節祭2020事務局係へ　※はがき
１枚につき４人まで。希望公演日時
は第３希望まで。車いす席が必要な
場合はその旨も記載　
■問国際課（☎025-226-1673）
秋葉区文化会館の催し
（秋葉区新栄町）

■問同館（☎0250-25-3301）
❶ミュージカルワークショップ成果
発表　
■日来年１月19日（日）13時半、17時　
※各70分　■定各回先着450人　
■￥500円
❷林家たい平落語独演会　
■日来年３月14日（土）14時～16時　
■定先着480人　■￥前売り券3,500円
（当日券は300円増し）
※チケットは❶は11月22日（金）、❷
は12月８日（日）９時から同館で販売。
❷は就学前児入場不可

事業者向け
介護保険印刷物
広告掲載事業者を募集
　介護保険料の通知書やサービスガ
イドに広告を掲載する企業を募集し
ます。
■申あす18日～来年１月10日（金）ま
でに所定の申込書を介護保険課（☎
025-226-1269）へ　※詳しくは市
HPに掲載
水道局「検針票」裏面
広告掲載事業者を募集
掲載期間令和２年４月から１年間　
■申12月２日（月）までに所定の申込書
を水道局営業課（中央区関屋下川原
町１☎025-232-7326）へ　※申込
書など詳しくは同局HPに掲載
各種検診案内冊子「検診いっ得」
広告掲載・協賛事業者を募集
発行部数約33万部（対象者に個別郵
送）　広告掲載枠6.5㎝×9.5㎝から　
■申12月６日（金）までに所定の申込書
を健康増進課（☎025-212-8162）へ　
※詳しくは市HPに掲載する募集要項
に記載
東区プラザフリースペース
「わいわいひろば」委託事業者募集
　応募には説明会への参加が必要です。　
委託期間令和２年４月から１年間　
説明会　■日12月５日（木）14時から　
■問東区役所健康福祉課（ ☎025-
250-2331）　※会場、申し込み方法
など詳しくは市HPに掲載する募集要
項に記載
企業向けセミナー
「障がい者雇用について」
事例 紹介、分科会　
■日12月12日（ 木 ）14時 ～17時　
■場総合福祉会館（中央区八千代１）　
■定先着100人　■￥無料　■申11月21
日（木）９時から電話で障がい福祉課
（☎025-226-1249）

映画鑑賞会
「欲望という名の電車」
■日12月１日（日）13時半～15時35分　
■場クロスパルにいがた（中央区礎町通
３）　■定先着150人　■￥無料　■問同
施設（☎025-224-2088）
ほんぽーと中央図書館
（中央区明石２）　12月の催し
■問同館（☎025-246-7700）
ビブリオバトル体験
お薦めの本を順番に紹介　■日７日
（土）14時半～16時半　■対18歳以上　
■定先着10人　■￥無料
子どもフェスティバル

折り紙やリング型紙飛行機などのお
もちゃ工作　■日８日（日）13時半～
15時　■対小学２年生以下（就学前児
は 保護者同伴 ）　■定各先着30人　
■￥無料
ワークショップ「子どもが本を好きに
なる読書の指導法を学ぶ」
■日15日（日）13時半～16時半　■対中
学生を除く15歳以上　■定先着30人　
■￥200円　■申11月20日（水）10時か
ら電話で同館
東区まんなかクリスマスフェスタ
■日12月14日（土）　■場東区プラザ（東
区下木戸１）　■￥無料　■問東区役所
地域課（☎025-250-2130）
❶ 新聞紙と布でカラフルリース作
り　■時13時～14時　■対小学生と保
護者　■定20組
❷ 丸太のクリスマスツリー作り　
■時13時～14時　■対小学生と保護者　
■定15組
❸ 金

きんぱく

箔のしおり蒔
ま き え

絵体験　■時13
時～14時　■対小学３～６年生と保護
者　■定10組
❹ 職業講話と体験　■時13時～14
時20分　■対小学生　■定30人
❺県立大学生のアカペラコンサート
など　■時14時半～16時半　■定先着
300人
■申❶～❹12月６日（金）までにメール
（chiiki.e@city.niigata.lg.jp）で基本
事項、子どもの学年を同課へ　※当選
者のみ12月10日までに連絡
ゆいぽーとの催し
（中央区二葉町２）

■問同施設（☎025-201-7530）
❶水と土の芸術祭関連映像作品上映
■日12月20日（金）～22日（日）14時～
18時20分
❷講演会「寿

す ず

々木
き

米
よね

若
わか

『佐渡情話』を
中心に」
■日12月21日（土）15時半～17時　
■定30人
❸ ボードゲーム「マンカラ」大会
■日来年１月11日（土）10時～12時
■定30人
❹ ブラックライトで光る絵の具で
絵を描こう
■日来年１月26日（日）13時半～16時　
■定20人
■対❸❹小・中学生と保護者　■￥❶❸
無料❷300円❹600円　■申❷は12
月８日（日）、❸は25日（水）、❹は来
年１月10日（金）までに電話で同施設
新潟春節祭
青海省文化芸術団公演
伝統舞踊、音楽など

附属機関などの会議

　次の会議の開催を予定しています。日程など詳しくは
市HPに掲載しています。
▶市HPから 会議の開催予定 検索

病院事業運営審議会　■日11月20日（水）
■問市民病院経営企画課（☎025-281-5151）
自殺対策協議会　■日11月25日（月）
■問こころの健康センター（☎025-232-5580）　
清掃審議会　■日11月26日（火）　■問循環社会推進課（☎025-226-1391）
豊栄図書館協議会　■日11月28日（木）　■問同館（☎025-387-1123）
情報公開制度運営審議会　■日12月２日（月）
■問総務課（☎025-226-2425）
そのほかの会議

　次の会議の開催を予定しています。詳細や
最新の情報は市HPに掲載しています。
❶教育委員会定例会　■日11月21日（木）
■問教育総務課（☎025-226-3153）
❷農業委員会定例総会　■日11月29日（金）
■問中央農業委員会事務局（☎025-382-4964）
❸選挙管理委員会　■日12月２日（月）
■問市選挙管理委員会事務局（☎025-226-3346）
附属機関などの委員募集

　次の委員を募集しています。詳細や最新の情報は市HP
に掲載しています。
▶市HPから 委員の公募 検索

社会教育委員会議　■問生涯学習センター（☎025-224-2088）
ご意見・ご提案（パブリックコメント）

　次の内容についてご意見・ご提案を募集しています。詳
細や最新の情報は市HPに掲載しています。
▶市HPから パブリックコメント 検索

第二次市立図書館ビジョン（案）、第三次子ども読書活動推進計画（案）
■日11月23日（祝）まで　■問ほんぽーと中央図書館（☎025-246-7700）
国民年金事務における特定個人情報保護評価書（案）
■日あす18日～12月17日（火）　■問保険年金課（☎025-226-1089）
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 市HPが閲覧可能なパソコン設置場所 　市政情報室（☎025-226-2425）、生涯学習センター（☎025-224-2088）、ほんぽーと中央図書館（☎025-246-7700）、豊栄図書館、
山の下図書館、亀田図書館、新津図書館、白根図書館、月潟図書館、坂井輪図書館、西川図書館、岩室図書館、潟東図書館、巻図書館　※閲覧制限あり、印刷不可

　皆さんから頂いた意見を参考に、より良い紙面づくりに努めます。ご
協力ありがとうございました。　
■問広報課（☎025-226-2089）
調査期間10月６日～18日　回答数326人
調査結果全体の９割以上の人が10月６日号の市報にいがたの内容につい
て「大変良い・どちらかといえば良い」と回答。「おでかけナビ」「情報ひろ
ば」「特集」が読まれています。
回答
❶今号の内容はどうか　

内 容 人数 割合
大変良い 158人 48.5%
どちらかといえば良い 154人 47.2%
どちらかといえば悪い 12人 3.7%
大変悪い 1人 0.3%
無回答 1人 0.3%
総計 326人 100%

❷よく読む記事（複数回答）　
内 容 件数 割合

おでかけナビ 195人 59.8%
情報ひろば 157人 48.2%
特集 122人 37.4%
区役所だより 118人 36.2%
連載(歴史探訪、ほか) 45人 13.8%
※上位５つを抜粋して掲載

❸意見・感想（抜粋して掲
載）
　フレイル特集が分かりや
すかった、イベント情報が
充実している、興味のある
記事がなかった、ほか

10月６日号「市報にいがた」
読者アンケートの結果を報告

大変良い 
48.5%どちらかと

いえば良い
　　47.2%

どちらかと
いえば悪い
3.7%

大変悪い 0.3% 無回答 0.3%
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