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相　談
配偶者暴力相談支援センター
DVの相談に専門相談員が対応
■日月・水曜９時～17時、火・木・金
曜９時～20時
相談専用電話☎025-226-1065
アルザにいがた相談室 

（中央区東万代町）

■問同施設（☎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　※電話相談で要予約
女性のこころとからだ専門電話相談　
■日奇数月第２水曜14時～17時
■対女性　■定各日先着３人　
■申開催日前日までに電話で同施設
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時半～20時

悪質商法被害防止特別相談
　高齢者の消費トラブルに対し、電
話と来所で必要な助言、情報提供を
行います。　※来所相談は要予約
■日９月15日（木）・16日（金）９時～
16時半　■場消費生活センター（中央
区西堀前通６）
相談・予約電話☎025-228-8100

趣味・講座
鳥屋野総合体育館  
足圧バランス測定会
■日あす５日～９月７日（水）・９日（金）
10時～20時　■￥無料　■問同館（中央
区神道寺南２☎025-241-4600）
鳥屋野運動公園球技場の講座
■申９月７日（水）13時から電話で同施
設（中央区女池南３☎025-283-5855）
❶青空いきいき健康教室　■日９月８
日～11月24日の木曜　■対50歳以上
❷青空ヨガ教室　■日９月９日～11月
18日の金曜　■対15歳以上
❸女性向けサッカー教室　■日９月５
日～12月５日の月曜　■対15歳以上
の女性
❹青空バレトン教室　■日９月21日、
10月５日・19日（水）　■対15歳以上
▶■時10時～11時（❹10時半～11時
15分）　■定各日30人（❸各日20人❹
各日50人）　※各先着　■￥各500円
（❶300円）◀

ほんぽーと中央図書館 
（中央区明石２）　９月の講座
■問同館（☎025-246-7700）

屋外広告物現況調査に協力を
　屋外広告物の設置には条例に基づ
き許可が必要です。適正な設置と良
好な景観の形成を進めるため、主要
幹線道路沿線などで現況調査を行い
ます。　※設置のルールや調査内容
など詳しくは市HPに掲載
■問都市計画課（☎025-226-2825）
「花育俳句」を募集
募集作品花や緑についての言葉が入っ
たオリジナル作品　部門一般、小学
生　■申10月31日（月）までにメール
（shokuhana@city.niigata.lg.jp）で
基本事項、年齢（学年）、作品（２句ま
で）を食と花の推進課（☎025-226-
1792）へ　※応募作品は市HPに掲
載。入選者には市産切り花を贈呈
西区産小玉スイカの 
ブランド名を募集
　名称が採用された人に
は来年度産の小玉スイカ
を贈呈します。
■申９月30日（金）までにJA新潟かが
やきHP=右上=から申し込み
■問西区役所農政商工課（ ☎025-
264-7630）
市民活動支援センター 
有料事務ブース利用団体を募集
■対市内で市民公益活動を行う（予定
も可）事務所を持たない団体　利用開
始月10月　募集数１団体　■申９月20
日（火）までに所定の申込書を市民協
働課（☎025-226-1102）へ　※募集要
項、申込書は市HPに掲載。同センター
（中央区西堀前通６）などでも配布

白山公園空中庭園フェア 
フリーマーケット出店者募集
■日❶９月25日（日）❷10月10日（祝）
■時９時～12時　■定各日先着30区画
出店料１区画1,000円　※飲食物、動
植物の販売不可　■申❶は９月７日
（水）、❷は22日（木）10時から同公
園駐車場HPで申し込み
■問同駐車場（☎025-225-3021）
クロスパルにいがた 
ボランティア募集説明会
　講座やイベントの企画・運営・手
伝い、学習相談窓口の運営、初心者
向けパソコン講座のサポート、広報
誌の発行などを行うボランティアを
募集します。
■日９月28日（水）13時半～15時
■申９月27日（火）までに電話で同施設
（中央区礎町通３☎025-224-2088）

会計年度任用職員などの募集
　現在募集中の情報は市
HPに掲載しています。

市HPから 職員募集情報一覧 検索

新潟ゆかりの文学「医師中田瑞穂が
診た會津八一」　■日10日（土）13時半
～15時　■定先着15人　■￥500円
読書会　■日21日（水）10時半～12時　
テーマ「マボロシの鳥」太田光著
■￥無料
亀田総合体育館（江南区茅野山３）  
血流観察体験会
■日９月13日（火）～16日（金）10時半
～20時　■￥無料
■問同館（☎025-381-1222）
骨盤調整エクササイズ
■日９月21日・28日（水）10時～11時　
■場白山公園空中庭園（中央区一番堀
通町）　■定各日先着40人　■￥500円　
■申９月７日（水）から同公園駐車場HP
で申し込み
■問同駐車場（☎025-225-3021）
旧齋藤家別邸の講座 

（中央区西大畑町）

■申９月７日（水）９時半から電話で同
施設（☎025-210-8350）
❶お座敷入門　■日９月15日（木）・24
日（土）10時半～12時
❷同施設の魅力と見どころ　■日９月
21日（水）、10月13日（木）11時～12時
❸日本庭園・数

す

寄
き

屋
や

造りの見方
■日９月28日（水）、10月20日（木）
■時初級…10時▷中級…14時　※各
２時間半
❹全国の花街の歴史　■日10月８日
（土）10時半～12時
❺古町花街の成り立ちと発展
■日10月22日（土）10時半～12時
▶■定各日先着20人（❷❸各回先着
10人）　■￥ 各500円（❷700円❸
1,200円）　※各別途要観覧料◀
新潟みなと塾
新潟港について多方面から学ぶ
■時18時半～20時半
■場歴史博物館みなとぴあ（中央区柳
島町２）　■定各日先着20人
■￥各500円　■申９月７日（水）９時か
ら電話でNPO法人新潟みなとクラ
ブ・上山（☎025-228-0252）
■問港湾空港課（☎025-226-2739）
湊
みなと

町新潟の遊郭　■日９月15日（木）
映画「阿賀に生きる」に学ぶ
■日作品解説…10月13日（木）▷講義
…10月27日（木）
湊町と石山みそ　■日11月17日（木）
海外での新潟の食文化
■日12月15日（木）
古町花街とまちづくり
■日１月19日（木）
新潟港　■日２月16日（木）
新潟の寿司の歴史・寿司作り体験
■日３月16日（木）
読書会
南ヨーロッパについての本を紹介し、
感想などを語り合う　■日９月17日
（土）14時～16時　■場西川学習館（西
蒲区曽根）　■定先着10人　■￥無料
■問西川図書館（☎0256-88-0001）
歴史博物館みなとぴあの講座 

（中央区柳島町２）

■問同館（☎025-225-6111）
❶コレラ禍

か

の明治新潟
■日９月25日（日）10時～11時半
■定先着60人　■￥100円
❷江戸文芸に見る食物の合戦

■日10月２日（日）13時半～15時
■定100人　■￥500円
▶■申❶は９月７日（水）から、❷は21
日（水）までにメール（museum@
nchm.jp）で 基本事項 を 同館 へ　
※❷は当選者のみ９月25日までに案
内を発送◀
糖尿病ミニ講座
合併症、眼合併症、嗜

し

好
こう

品の選び方
について専門家が語る　■日９月25日
（日）13時半～15時15分　■場クロス
パルにいがた（中央区礎町通３）
■定先着20人　■￥無料
■申９月７日（水）から電話で健康増進
課（☎025-212-8166）
国際友好会館（中央区礎町通３）　  
日本語講座
■日９月27日（火）～来年２月17日
（金）10時～12時、18時半～20時
■対日本語を母国語としない日本語
初・中級者　■定80人
■￥7,000円～15,000円
■申９月16日（金）までに電話で国際交
流協会（☎025-225-2727）

水中健康教室
■日９月29日～11月17日（木曜各全
７回）　※各回50分　■場総合福祉会
館（中央区八千代１）　■対新潟市在住
の60歳以上で介助不要の人
■定各15人　■￥各175円　■申９月13
日火曜（必着）までに往復はがきに基
本事項、生年月日、性別を記載し、
〒950-0909、中央区八千代１-３-
１、市社会福祉協議会総務企画課（☎
025-243-4366）へ　※応募は１人
１通、受講はいずれか１つのみ。応
募多数の場合初めての人を優先
水中歩行とストレッチ　■時10時、同
50分
水中エクササイズ　■時11時40分
植物観察会
■日９月30日（金）13時半～15時半
■場鳥屋野潟公園（中央区鐘木）　■定先
着10人　■￥無料　■申９月12日（月）
９時から電話で総合教育センター植
物資料室（☎025-250-0135）
いくとぴあ食花（中央区清五郎）  
食育・花育センター　10月の講座
■問同センター（☎025-
282-4181）
※各定員あり。詳しくは同
施設HPに掲載
■料理教室　■申９月20日（火）までに
電話で同センター　※各２時間半～
３時間半
❶ キッズキッチン　■日２日（日）
■対４・５歳　■￥2,500円
❷ 弁当工作とバランス弁当　■日８
日（土）　■対５～７歳　■￥1,500円
❸手ごねカボチャパン　■日12日（水）　
■￥2,600円
❹ マドレーヌとハンバーグ　■日15
日（土）　■対小学生の親子
■￥2,300円
❺炉開きの懐石　■日20日（木）
■￥1,700円
❻ 手作りパン　■日29日（土）
■対５歳以上の子と父親　■￥2,000円
▶■時10時半（❷10時❸12時）◀
■園芸講座　■申９月25日（日）までに
電話で同センター　※各70～120分
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申し込みのときに記載する基本事項　「催し名」または「講座名」、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

　長寿を祝い、今年度100歳になる人（大正
11年４月１日～12年３月31日生まれ）へ、祝
い状と祝い品を贈呈します。
■問高齢者支援課（☎025-226-1290）
■市内の高齢者人数（７月31日現在）
65歳以上の人　23万4,562人（前年度比963人増）
今年度100歳になる人　361人（同４人減）
100歳以上の人　692人（同53人増、最高齢は111歳）

９月19日は敬老の日　100歳以上は692人


