外国人への医療応対講座
受付や会計な
ど、外国人患者
への応対（診察
を除く）を学び
ます。

親鸞・恵心尼ゆかりの地を巡る旅

国分寺・竹之内草庵や板倉人
柱供養塔、
寺町・性宗寺などを巡
り、講話を聞いて歴史を学びます。
▼とき… 月 日㊎午前９時〜
午後４時 ▼集合場所…五智歴
史の里会館 ▼定員… 人（申
込順） ▼参加費…４５００円
（昼食代を含む） ▼申し込み・
問合せ…９月 日㊋～ 日㊐の
間に、親鸞・恵心尼の歴史を学
ぶ会の矢澤さん（☎０９０・７
８０９・８４７２）へ

国際交流協会（☎０２５・５２
７・３６１５）へ

ところ…市民プラザ ▼対象…
医療機関に勤務する人 ▼参加
費…５００円 ▼定員… 人
（抽選） ▼申し込み、問合せ…
９月 日㊎までに（公社）上越

▼とき…９月 日㊋、 月９日
㊋、 日㊋、 月６日㊋の午後
７ 時 分 ～ ９ 時（ 全 ４ 回 ） ▼
老人ホームいなほ園・川室記念
病院・はさ木公園 ▼内容…横
澤富士子さんの講演会「子育て
について（仮）」（午後１時～）、
各種アトラクション、模擬店な

■第 回はさ木フェスタ
▼とき…９月 日㊐午前 時～
午後２時 ▼ところ…特別養護

第６回越後高田はさ木福祉農道マラソン大会
第 回はさ木フェスタ

障害のある人や高齢者、地域
住民との交流を図ります。
■第６回越後高田はさ木福祉農
道マラソン大会
▼とき…９月
日㊏開会式
午前 時、ス
タート午前
時 ▼ところ
…特別養護老
人ホームいな
ほ園前ほか ▼種目…高齢者５
００メートル、障がい者１キロ
メートル、一般１・３・５・
キロメートル ▼参加費…１０
００円 ▼問合せ…越後高田は
さ木福祉農道マラソン大会事務
局（高田西城病院内、☎０２５・
５２３・２１３９）

使い、おいしい洋食を作ります。
▼講師…松倉久枝さん（上越食
育ネット） ▼とき…９月 日
㊎午前 時～午後１時 ▼とこ
ろ…正善寺工房 ▼定員… 人
（抽選） ▼参加費…１０００円
▼持ち物…エプロン、三角巾、
ふきん ▼申し込み・問合せ…
９月 日㊌までに上越の食を育
む会（正善寺工房内、☎０２５・
５２３・０６２１）へ
第 回フルートアンサンブルオイレン
ラングサムコンサート

「ペルシャの市場にて」や「愛
の讃歌」を演奏します。入場は
無料です。
▼とき…９月 日㊐午後２時開
演 ▼ところ…上越文化会館
▼問合せ…フルートアンサンブ

す。
▼とき… 月２日㊋（※上越イ
ンターチェンジを午前８時頃出
発し、午後５時 分頃到着する

では富岩運河環水公園水上ク
ルーズ乗船と中島閘門見学を、
高岡市では鋳物工場を見学しま

富山県富山市と高岡市を巡る
日帰りバスツアーです。富山市

上越市老人クラブ連合会
シニア史跡めぐり

ど ▼入場料…無料 ▼問合せ
…特別養護老人ホームいなほ園
（☎０２５・５２０・２１２１）
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ルオイレンの斉藤さん（☎・
０２５・５２２・５７７７）

上越交響楽団
第 回定期演奏会

予定です） ▼バス乗車場所…
上越大通り、山麓線、旧国道８号
（浜線）の各バス停。高田駅前案
内所、直江津駅前（北口）バス停
▼対象… 歳以上の市民 ▼定
員… 人（申込順） ▼参加費…
１万円 ▼申し込み・問合せ…
９月 日㊎までに頸城自動車㈱
（☎０２５・５４３・４２８０）へ

▼チケット…一般１０００円、
高校生以下無料（上越文化会館、
二葉楽器、戸田書店、ヘヴンズ
カフェ（アコーレ店）などで発
売中） ▼問合せ…上越交響楽
団事務局の茨木さん（☎０９０・
１６０６・１２５４）

２０１８バレエコンサート
クラシック
バレエの「卒
業舞踏会」ほ
か小品集を上
演します。入場は無料で、申し
込みは不要です。
▼とき…９月 日㊏午後２時～
５時 ▼ところ…上越文化会館
▼問合せ…エコール・ド・バレ
エ・ＳＡＲＡの石澤さん（☎０
２５・５２５・８８８５）

Ｆ６写真展

振

レクダンスのつどい

10

▼とき…９月 日㊎午後１時～
７時、 日㊏・ 日㊐・㊗午前
時～午後６時、 日㊊・ 午
前 時～午後５時 ▼ところ…
小川未明文学館（高田図書館内）
▼テーマ…橋 ▼問合せ…写真
倶楽部Ｆ６代表の大坪さん（☎
０９０・４９４４・６８２４）
24

誰でもすぐに踊れるレクダン
スを楽しみます。
▼とき…９月 日㊐午後１時

11 25

モーツァルトの歌劇「後宮か
らの逃走」序曲や牧田由起さん
によるメンデルスゾーンのヴァ
イオリン協奏曲（独奏）などを
演奏します。
▼とき…９月 日㊐午後２時開
演 ▼ところ…上越文化会館

10

60

こちらは有料広告欄です
24
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分～３時 分 ▼ところ…上越
勤労身体障害者体育館 ▼参加
費…高校生以上３００円、中学

生以下無料 ▼申し込み・問合
せ…９月 日㊎までに上越市レ
クリエーション協会事務局（社
会教育課内、☎０２５・５４５・
９２４５）へ
上越の食材を使って食べて学ぼう！
上越の食を育む会料理教室

缶詰などの保存・加工食材を
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問合せ…頸城自動車㈱（☎025-543-3178）または新幹線・交通政策課（☎025-545-9207）
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９月20日は、日本で初めてバスが運行された「バスの日」
です。この日にちなみ、路線バス（運転席で記念撮影がで
きます）やパトカーなどの展示、バスの車体へのぬり絵、
園児が描いたバスの絵の展示などを行います。
▶とき…９月15日㊏午前10時～午後３時 ▶ところ…イ
トーヨーカドー直江津店、エルマール専門店街
昨年のお絵かきバスの様子
■ワンコインバス乗車体験キャンペーン
フェスタ当日は、市内の路線バスなどが乗車１回当たり現金100円（小学生現金50円、
市営バスは未就学児無料）で利用できます。ぜひバスで会場へお越しください。
▶対象路線…頸城自動車㈱・くびき野バス㈱・頸北観光バス㈱・頸南バス㈱・東頸バ
ス㈱が運行する市内の路線バス、安塚・大島・名立の各区内を運行する市営バス

21

もよおしの
ご案内

E V E N T

バスの日フェスタ2018～働く車大集合！～

