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夏休み子ども手話教室
▶内容…手話や聴覚障がいへの関
心と理解を深め、ボランティアの
基本を学ぶ教室です。
▶とき…7月30日㈯、8月6日㈯・
20日㈯ 13：00 ～ 14：30 （予定）
※ 2 回以上出席した方に、修了
証をお渡しします。
▶ところ…総合福祉センター
▶対象…小・中学生
※小学生は保護者同伴可。
▶定員…15 人（先着）
▶受講料…200 円（資料代）　
▶申し込み…7月 22日㈮までに、
直接または電話・ファクス（住所、
氏名、学年、電話番号を記入）で、
社会福祉協議会ボランティアセン
ターへ。
※申し込みが少ない場合、中止す
ることがあります。
問社会福祉協議会ボランティアセ
　ンター
　℡ 22-1411　℻ 22-1441

要約筆記奉仕員養成講座

▶内容…要約筆記は、音声や会話
をその場で「手書き」または「パ
ソコンのタイピング」により短い
文章にまとめ、聴覚に障がいのあ
る方に伝えるボランティア活動で
す。その方法と技術を学習します。
▶とき（全 10回）…８月１日㈪・
22 日㈪、９月５日㈪・25 日㈰・
26 日㈪、10 月 17 日㈪、11 月
７日㈪・21 日㈪、12 月５日㈪・
19日㈪
▶時間…19：00 ～ 21：00
▶ところ…市民プラザ
▶定員…10 人（先着）
▶対象…18 歳以上で、講座終了
後に要約筆記奉仕員として活動い
ただける方
▶申し込み…７月 19日㈫までに
電話またはファクス・Ｅメール（住
所・氏名・年齢・電話番号を記入）
で、福祉課へ。
問福祉課
　℡ 21-2299　℻ 21-1315
fukushi@city.kashiwazaki

　　.lg.jp

キッズサマースクール
「アート＆ミュージック」

▶内容…市内在住の外国出身の先
生と外国の言葉や文化に親しみま
す（音楽、工作、ゲームなど）。
▶講師…アメリカ、インドネシア
出身の方
▶とき…８月４日㈭ 10：00 ～正
午
▶ところ…市民プラザ
▶対象…小学生
▶定員…20 人（先着）
▶参加料…500 円
▶持ち物…筆記用具、水筒、作品
持ち帰り用のバック、エプロンま
たは汚れてもよい服装（絵の具を
使います）、手拭き用タオル
▶申し込み…７月20日㈬までに、
直接またはファクス・Eメール（住
所・氏名・学校名・学年・日中連
絡のつく電話番号を記入）で、（公
財）柏崎地域国際化協会（市民プ
ラザ 2階）へ。
問（公財）柏崎地域国際化協会
　℡・℻ 32-1477
kaia2006@kisnet.or.jp
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▶内容…中国語、英語、韓国語話者からそれぞれ
の言葉と文化を学びます。全ての講座に日本語
サポートがあります。
▶ところ…市民プラザ
▶対象…柏崎地域に在住・在勤・在学する高校生
以上の方
▶受講料…会員 500 円、会員以外 1,500 円
※講座当日に入会する場合は、1口千円以上をお
支払いください（令和 5（2023）年 3月まで有効）。

▶定員…各 20人（先着）
▶申し込み…各開催日の 1週間前までに、直接ま
たはファクス・Ｅメール（希望講座名・住所・氏
名・電話番号・学生の場合は学年
を記入）で、（公財）柏崎地域国際
化協会（市民プラザ 2階）へ。

▶注意…申し込み後、2営業日以内
に返信がない場合は、電話でお問
い合わせください。

多文化理解講座「ことばと文化」

国際化協会
HP

問（公財）柏崎地域国際化協会
　℡・℻32-1477
　kaia2006@kisnet.or.jp

講座名

中国語 8/7㈰　10：00～11：30 初心者～中級者

初心者

初心者

講師の出身地の文化紹介、クイズなど

ハングル文字の読み方、SNSの韓国語の
読み方と書き方を紹介（日本語で進行）

講師の出身地の文化紹介、クイズなど

7/30㈯　10：00～11：30

8/6㈯　10：00～12：45

英語

韓国語

とき 対象 内容
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夏休み親子おさかな料理教室

▶ と き …8 月 4 日 ㈭ 9：30 ～
13：30
▶ところ…中央地区コミセン
▶対象…小学生と保護者
▶定員…６組（抽選）
※子どもは 1組 2人まで。
▶申し込み…7 月 21 日㈭までに、
はがき（郵便番号・住所・氏名・年齢・
電話番号を記入）で、おさかな普
及協議会（農林水産課内）へ。
※Eメールでの申し込みは市ホー
ムページをご覧ください。
問農林水産課
　℡ 43-9131　℻ 24-7714
norin@city.kashiwazaki.lg.jp

消費生活センターの出前講座
を利用しませんか
▶内容…悪質商法や契約トラブル
の被害を防ぐための講座に講師を
無料で派遣します。最近の相談事
例や被害に遭わないためのポイン
トを分かりやすく説明します。内
容は調整可能です。希望テーマが
あればお聞かせください。
▶とき…月～土曜の 9：00 ～
16：00 で希望する日時（1講座
30分～ 1時間程度）
▶ところ…希望する場所
▶対象…市内の 10 人以上のグ
ループ（町内会・老人会・サーク
ルなど）
※ 9人以下で開催したい場合は
ご相談ください。
▶申し込み…開催希望日の 1カ
月前までに電話で連絡の上、申込
書を直接またはファクスで、消費
生活センターへ。
※詳細は、市ホームページをご覧
ください。

問消費生活センター
　℡ 43-9139　℻ 23-5355

放送大学
10月入学生を募集

▶内容…放送大学は、テレビやイ
ンターネットを利用して授業を行
う通信制の大学です。心理・教
育・福祉・経済・歴史・文学・情
報・自然科学など、幅広い分野を
1科目から学べます。資料を無料
で送付します。
▶出願期限
●第１回＝ 8月 31日㈬
●第２回＝ 9月 13日㈫
▶資料請求・出願…放送大学ホー
ムページをご覧ください。資料
請求は電話（℡ 0120-864-600）
でもできます。
◆大学説明会（事前予約不要）
▶とき…7 月 10 日㈰、8 月 21
日㈰、9月 3日㈯ 13：30～
▶ところ…放送大学新潟学習セン
ター（新潟市中央区旭町通 1 番
町 754）
問放送大学　　　　
　新潟学習センター
　℡025-228-2651

危険物取扱者保安講習
▶とき…9 月 14 日㈬ 13：30 ～
16：30
▶ところ…文化会館アルフォーレ
▶対象…危険物取扱者免状の所有
者で、危険物製造所・貯蔵所・取
扱所で危険物の取り扱い作業に従
事している方は、次のいずれかの
期間内に必ず受講してください。
●新たに従事する方＝新たに従事
する日から 1年以内
●継続して従事する方＝前回の
講習を受けた日から最初の 4月 1
日を起点として 3年以内
●新たに従事する方で、過去 2
年以内に免状の交付または講習を
受けている方＝免状の交付を受け
た日または前回の講習を受けた日
から最初の 4月 1 日を起点とし
て 3年以内
▶定員…200 人（先着）
▶受講料…4,700 円（県収入証紙）
▶申し込み…8 月 10 日㈬～ 25日
㈭に、受講申込書を郵送で、（公財）

新潟県危険物安全協会（〒 950-
0965新潟市中央区新光町15-2）へ。
※受講申込書は消防本部にありま
す。
▶注意…受講時は危険物取扱者免
状をお持ちください。
※詳細は、新潟県危険物安全協会
ホームページをご覧ください。
問消防本部予防課　
　℡ 24-1501
　℻ 22-1409

夏季収蔵資料展
「アルバムの中の歴史－市民が
遺したふるさとの記憶」
▶内容…市民から提供・寄贈された
昭和期の写真を通して、郷土の暮ら
しや景観の変遷を振り返ります。
▶とき…７月 23 日㈯～８月 21
日㈰　※月曜休館。
▶ところ…博物館
◆映像ギャラリー
「消えた技・消えた行事―昭和 60
年代の記録映像から」
▶内容…当館撮影の記録映像を学
芸員の解説付きで鑑賞します。
①「消えた職人の技―屋根ふき職、
下駄職、桶職」
②「消えた伝統行事―笠島のオ
ショロイ（御精霊）舟流し、谷根
の初午・山の神講」
▶とき…7 月 23 日㈯・31 日㈰　
10：00～ 11：30
▶定員…各回 15人（先着）
▶申し込み…前日までに、電話で
博物館へ。

初誕生の祝い（箕の上で一升餅を
背負わせ健やかな成長を祈る）
問博物館
　℡ 22-0567　℻ 22-0568


