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一緒に大正琴を弾いてみませんか
蜴とき…4月11日貊の午後1時から　蜴と
ころ…本町二番館　蜴参加費…無料
蜴申込み…大正琴響の会新津愛好会の
林さん（蕕22－2414）へ。 ※初心者歓迎

短期電気教室はいかが
■プロが教えるリッチなフランス料理
蜴とき…4月16日貉の午前10時～午後1時
30分　蜴参加費…1,500円　蜴申込締切
日…4月9日貉 ■楽しく簡単おいしいお
弁当作り　蜴とき…4月23日貉の午前10
時～午後1時30分　蜴参加費…1,000円
蜴申込締切日…4月16日貉 ■ところ
いずれも東北電力譁新津営業所　■定員
いずれも18名　■申込み エルク新潟営
業所（薔0120－105599）へ。

新津市美術協会写真部からのお知らせ
■作品展の作品を募集　蜴作品展…4月
27日豸～29日豢。会場は本町二番館大ホ
ール　蜴出品締切日…4月20日豸 蜴応
募要項…4ツ切（W4ツも可）で額入れし
たもの。1人2点まで　蜴出品料…500円　
■能登半島撮影研修旅行の参加者を募集
蜴とき…5月31日貍～6月1日豸（1泊2日）
蜴内容…能登半島海岸、千枚田などを撮
影　蜴参加費…23,000円　蜴定員…40名
（申込順） ■申込み 市内各カメラ店
または鈴木さん（蕕22－8128）へ。

山びこ山びこコーナーコーナー

福祉住環境コーディネーター勉強会
蜴とき…5月24日貍・25日豸の午前9時～
午後5時 蜴ところ…諸橋工務店（東町1）
蜴受講料…1,000円（資料代など。テキス
トは各自持参） 蜴申込み…5月17日貍ま
でに、梁取さん（蕕22－2392）へ。 ※申
込順

一緒に源氏物語を読みませんか
蜴とき…第1・3水曜日の午後1時30分～3
時30分　蜴ところ…荻川地区公民館
蜴内容…宇治十帖「早蕨」など　蜴会費
…月500円　蜴申込み…荻川文学友の会
の松山さん（蕕24－3491）へ。

平成15年度ガールスカウト会員募集
蜴募集部門…ブラウニー（小学1～3年
生）、ジュニア（小学4～6年生）、シニア
（中学生）、レンジャー（高校生）、アダ
ルト（成人、年齢不問） 蜴問い合わせ
…小嶋さん（蕕24－3455）へ。

シルバーイキイキ体操会員募集
蜴とき…毎週水曜日の午後1時30分～3時
30分　蜴ところ…保健福祉センター
蜴参加費…月2,000円　蜴問い合わせ…
花みづきの会の榎本さん（蕕24－5757）
へ。

初心者対象・簡単エアロビクス
蜴とき…毎週水曜日の午後7時30分から
と、毎週土曜日の午後7時から（第5は休
み）の2コース　蜴ところ…保健福祉セン
ター　蜴参加費…各2,500円　蜴申込み
…佐藤さん（蕕24－0834）へ。

5月1日号に掲載したい情報は、
4月9日（水）までに！
企画調整課 広報の係
蕕24－2111 内線331
薨22－0228

…障害のある人も、ない人も、一緒に楽しみませんか…
ふれ愛さくらまつりに、いらっしゃ～い！

●とき 4月20日（日）の午前10時～午後3時

●ところ 新潟ふれ愛プラザ　県障害者交流センター（亀田町向陽1）

●内容 ふれ愛フリーマーケット、ふれ愛屋台コーナー、さくら茶会、さくら

まつりステージ（アルビレックスチアリーダーズ、向陽高校吹奏楽部、日下フ

ァミリーアカペラコンサート）など

●問い合わせ 県障害者交流センター（蕕025－381－8110）へ。

子育てサークルすまいるkids会員募集
蜴とき…毎週木曜日の午前10時～正午
蜴ところ…荻川地区ふれあいセンター1
階機能訓練室　蜴内容…親子遊び、リズ
ム体操ほか　蜴会費…月500円　蜴問い
合わせ…子育て支援センター育ちの森
（蕕21－4152）へ。

英会話サークル会員募集
蜴とき…毎週木曜日の午後7時30分～9時
蜴ところ…視聴覚センター研修室　蜴参
加費…月3,000円　蜴申込み…伊藤さん
（蕕22－8687）へ。 ※外国人講師を招
いて勉強。初心者歓迎。

太極拳をやりませんか？
蜴とき…毎週土曜日の午前10時～11時30
分　蜴ところ…武道館　蜴対象…中高
年・初心者　蜴参加費…月2,000円（入
会金1,000円） 蜴問い合わせ…土賀

つちが

さん
（蕕025－277－9124）へ。

中学・高校生の図書館ボランティア
蜴とき…毎月1回土曜日。時間は午後2時
～4時30分　蜴対象…中学・高校生の女
子　蜴内容…図書の整理や大型紙しばい
の作成など　蜴問い合わせ…グループ手
ぶくろの音田さん（蕕23－5786）へ。

4月1日から
「道の駅」に

道路情報や観光情報を提供します。

また、駐車場やトイレが24時間利用で

きるようになります。

●問い合わせ 都市整備課都市計画係

（内線578）へ。
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◆県内企業面接会

4月7日（月）の午前11時～午後4時

（受付は午後3時30分まで）

◆県職員・県警職員の採用説明会

4月8日（火）の午前11時、午後1時30

分、午後3時からの計3回

◆ハローワーク職員との就職相談会

4月7日（月）および8日（火）

◆ところ いずれも六本木ジョブパー

ク2階「出会いのフロア」（東京都港区

六本木3、地下鉄南北線「六本木1丁目」

2番出口から徒歩3分）

◆問い合わせ 県産業労働部労政雇用

課雇用対策班（蕕025－280－5270）へ。

国税専門官を募集
●受験資格 昭和51年4月2日～昭和57年

4月1日生まれの人、または昭和57年4月2

日以降生まれで大学を卒業した人など

●第1次試験 6月15日（日）。会場は

新潟市ほか

●申込期間 4月17日（木）まで（窓口

申込みの場合は、土・日曜日を除く）

●問い合わせ 新津税務署（蕕22－

2151）へ。

お知らせコーナー　市役所 蕕24－2111（代表）

国営越後丘陵公園
スプリングフェア’03

●とき 4月1日（火）～5月5日（祝）

●ところ 国営越後丘陵公園（長岡市

宮本東方町）

●内容 雪割草の世界（4月中旬まで）、

熱気球試乗体験（4／6跣）など

●入園料 大人400円、子ども80円

※4月29日（祝）は入園無料

●問い合わせ 越後公園管理センター

（蕕0258－47－8001）へ。

H15年度・新潟スタジアムと
サブグラウンドの利用について
陸上競技（大会利用は7月から）や

サッカー、ラグビーなどの兼用スタジ

アムとして利用を再開する新潟スタジ

アムとサブグラウンドの、一般利用申

込みを受け付けます。

●利用開始 6月中旬（予定）

●申込み 利用予定日の2カ月前の月

の初日から。県土木部都市局 都市政

策課（蕕025－280－5265）へ。

海上保安学校学生を募集
●受験資格 昭和54年4月2日以降に生

まれた人で、高等学校を卒業した人お

よび平成15年9月までに卒業見込みの

人など

●第1次試験 5月25日（日）

●申込期間 4月10日（木）まで（窓口

申込みの場合は、土・日曜日を除く）

●問い合わせ 第九管区海上保安本部

（新潟市万代2、蕕025－244－4151）へ。

航空自衛隊の落下傘降下訓練
●とき 4月7日（月）～9日（水）のう

ちの1日。時間は午前9時～正午の間の

1時間30分程度

●ところ 阿賀野川左岸河川敷（五泉

市一本杉地先※）

※「高山」から「一本杉」に地名変更

がありました。場所は同じです。

●問い合わせ 航空自衛隊新潟救難隊

運用係（蕕025－273－9211）へ。

英語抄訳スタッフを募集
●募集人員 英文（主に食品科学・バ

イオ関連ニュース）の抄訳スタッフ1名

●勤務場所 新潟バイオリサーチパー

ク推進機構譁（蒲ケ沢）

●勤務時間 面談による

●給与 時給1,000円（上限100時間）、

交通費別途支給（上限20,000円）

●選考方法 書類選考（英文翻訳例文

審査）、面接

●採用予定日 4月21日（月）

●申込み 企画調整課バイオリサーチ

パーク推進機構準備室（内線510、電

子メール bio@city.niitsu.niigata.jp）へ。

警察官募集（特別試験）
緊急増員のため、採用試験を行います。

●採用試験の種類・受験資格
漓警察官A…大学卒業者

滷警察官B…大学卒業者以外

●採用人員 80名程度

●採用予定日 平成15年10月

●採用試験 5月18日（日）。会場は新

潟市

●募集期間 4月16日（水）まで

●問い合わせ 新津警察署総務課（蕕

23－0110）へ。

パスポートの申請は
朱鷺メッセ（2階）で
県庁旅券センターは、「新潟県パス

ポートセンター」に名称を改め、朱鷺

メッセに移転します。

●業務開始 4月28日（月）から

※移転後は、県庁ではパスポートの申

請および受け取りはできません。

※5月4日（日）から、パスポートの日曜

交付を始めます。

●ところ 朱鷺メッセ業務ビル2階

（新潟市万代島）

●問い合わせ 県総合政策部 国際交

流課旅券係（蕕025－280－5101）へ。

好きです！ きれいなまち・新津

市民生活課
環境衛生係
蕕24－2111
内線232

ポイ捨てしま宣言!!
新津市内では、犬の飼い主に、犬のふんの
即時回収や公園の砂場でのふんの禁止が、
条例により義務付けられています。
※市民と市内通行者に適用

違反者には
指導・勧告・命令

…最終的には3万円以下の罰金いつも
すまないねぇ…

いいのよぉ
まかせなさい

“鉄”人のココロをくすぐります

「鉄道のまちにいつ」の歴史を語ります

新津市鉄道資料館
■と こ ろ 新潟県新津市東町2－5－6 新津地域学園内

■開館時間 午前9時30分～午後4時30分（入場は午後4時まで）

■休 館 日 毎週月曜日（祝日の場合は火曜日）および年末年始

■問い合わせ 蕕0250－24
シ

－57
ゴナナ
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