新日本フィルハーモニー交響楽団
メンバーによる演奏会

金管五重奏コンサート（トラ
ンペット、ホルン、トロンボー

新潟県知事杯争奪

不要です。
▼とき… 月３日㊏・㊗ ▼と
ころ…高田公園陸上競技場 ▼
問合せ…ＮＰＯ法人ワセダクラ
ブの鈴木さん（☎０９０・９４
２４・８３３１）
■ラグビー体験会
運動ができる服装で参加して
ください。
▼時間…午前 時～ 時 分
▼内容…パス、キック、キャッ
チ、タックル、トライの体験
▼対象…幼児および小学生
■社会人ラグビー
ＡＬＬ上越対ＡＬＬ長岡
▼時間…午後１時～４時

くびき野の
「食と発酵」
を
学び・体験しよう
味噌工場の見学や調理体験を
行います。
▼とき… 月 日㊊午後２時～
３時 分、 日㊊午後１時 分～
３時 分、 月 日㊊午前 時～
午後１時
（全３回） ▼ところ…
直江津学びの交流館ほか ▼参
加費…１５００円
（調理実習費別
途） ▼定員… 人
（申込順） ▼
申し込み・問合せ… 月 日㊎
～ 月８日㊍の間にくびき野イ
キイキ盛り上げ隊の矢澤さん（☎
０９０・７８０９・８４７２）
へ

０２５・５２２・１８１９）へ

アルビレックス新潟試合観戦

明治安田生
命Ｊ リーグ、
アルビレック
ス新潟対レノ
ファ山口ＦＣ
の試合観戦に招待します。
▼とき… 月 日㊏午後 時試
合開始 ▼ところ…デンカビッ
グスワンスタジアム（自由席）
▼対象…市民 ▼定員…２００
人（ 抽 選 ） ▼ 申 し 込 み・ 問 合
せ…◦ＰＣ・スマートフォン＝
月 日㊎までにＱ Ｒコードか
ら申し込んでください ◦はが
き 往
=復はがきの往信裏面に①
住所、②氏名、③生年月日、④

信先の住所・氏名を記入の上、
月７日㊌（必着）までにアル
ビレックス新潟後援会「試合観
新 潟市
戦ご招待」係（〒
中央区美咲町２ １ 、☎０２
５・２８２・００１１）へ
※応募は１世帯につき１通限り
有効です

こちらは有料広告欄です
18
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尾神岳スカイグランプリ２０１８

国内トップクラスの選手が一
堂に集まるパラグライダー大会
です。観覧は無料です。
▼とき… 月 日㊏・ 日㊐午
前 時 分～午後４時 ▼とこ
ろ…吉川区尾神岳エリア ▼問
合せ…尾神岳スカイスポーツ大
会実行委員会事務局（☎０２５・
５４８・２３１１）へ
※会場付近は交通規制をしてい
ます。

牧ふれあい体験交流施設
秋野菜の料理体験
上越の秋野菜を使用して、カ
レーライスを作ります。
▼とき… 月 日㊐午前 時～
午後１時 ▼ところ…牧ふれあ
い体験交流施設 ▼定員… 人

い体験交流施設内、☎０２５・
５２９・３１５０）へ

ン、バストロンボーン編成）で
す。入場は無料ですが、整理券
が必要です。
（抽選） ▼参加費…１５００円
（昼食代込） ▼申し込み・問合
せ… 月 日㊏・㊗までに、Ｎ
ＰＯ法人よもぎの会（牧ふれあ

▼とき… 月 日㊐午後３時～
５時 ▼ところ…ユートピアく
びき希望館 ▼対象…市民 ▼
問合せ…ユートピアくびき振興

上越ラグビーフェスティバル

11

10

電話番号、⑤メールアドレス、
⑥ 月 日レノファ山口ＦＣ、
⑦チケットの希望枚数（４枚ま
で）を記載し、返信用表面に返

QRコード

参加費は無料で、申し込みは

30

10 30

26

2

財団（☎０２５・５３０・２７
７１）
※整理券は、希望館で 月 日
㊏午前９時から配布します

10

12

10
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12 26 11
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30

＊一般入校中期試験終了時の合格者数により、一般入校後期試験を実施しないこ
とがあります。

20

17

−
− 950
−
10
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▼対象…市内の青少年に関わる

平成31年３月８日㊎

集

平成31年２月20日㊌～25日㊊

募

一般入校後期

雪ん子募金助成団体

平成31年２月１日㊎

11

20

10

スポーツ、文化、芸術分野にお
ける地域間交流活動などを行う
団体や個人（個人は 歳まで）
▼助成金額…５万円 ▼申し込
み・問合せ… 月１日㊍～ 日
㊎の平日、午前 時～午後３時
の間に（公社）上越青年会議所（☎

平成31年１月11日㊎～18日㊎

18

青少年の健全育成、明るく豊
かな地域社会づくりに取り組む
活動を助成します。

一般入校中期

10

11

45 30

17

28

12月７日㊎

22

11月12日㊊～22日㊍

2

16

27

11

一般入校前期

10

11

試験日
出願期間

27
平成31年度入校生を募集します。出願資格は、高等学校もしくは中等教育学校
卒業者（卒業見込みの人を含む）です。申し込み・問合せは、
新潟県農業大学校教育・
研究科（☎0256－72－0133）へ。
▶募集定員…◦稲作経営科（稲作専攻）＝40人程度、◦園芸経営科（野菜専攻、
果樹専攻、花き専攻）＝30人程度、◦畜産経営科（酪農専攻、肉畜専攻）＝10人
程度
▶日程

11

11

10

30

11

3

試験区分

11

11

10

11

春日山城跡や諏訪神社周辺を散策し、紅葉を楽し
みます。歩きやすい服装で参加してください。散策
後には、イノシシ汁の振る舞いがあります。小学生
以下は保護者が同伴してください。
▶とき…11月10日㊏午前８時30分～午後２時30分
▶ところ…春日山周辺の正善寺地区 ▶集合・解散
場所…滝寺集落開発センター ▶定員…50人
（抽選）
▶参加費…高校生以上1,000円、中学生以下500円
※途中、路線バスでの移動の際にバス代が別途必要
です ▶申し込み・問合せ…11月１日㊍までに金
谷北地区農村元気会会長の上野さん（☎090-62567145）へ
※保険加入のため、申し込みの際、住所・氏名・年
齢・電話番号を確認します。

新潟県農業大学校学生

春日山古道散策会
いずれも、ところ・申し込み・問合せは県立上越テクノスクール（☎
025-545-2190）へ。
■エクセルマクロＶＢＡ入門コース（在職者訓練）
マクロやプログラミング言語 ｢VBA｣ を活用して、効率よく業務を
上越テクノスクール
進めるテクニックを習得します。
のホームページ
▶とき…12月６日㊍、11日㊋、13日㊍、18日㊋の午後６時30分～９時30分（全４回）
▶定員…10人（抽選） ▶受講料…2,400円（テキスト代別途） ▶応募締切日…
11月20日㊋
■商品写真の撮影テクニック入門コース上越（在職者訓練）
使い慣れたデジタル一眼レフカメラを使った商品写真の撮影テクニックを学びます。
▶とき…12月４日㊋の午前９時～午後４時 ▶定員…10人
（抽選） ▶受講料…3,900
円 ▶応募締切日…11月19日㊊

もよおしの
ご案内

E V E N T
県立上越テクノスクール受講生

