
2019年（令和元年）9月15日 3あきは 区役所だより

よみきかせのご案内
（特に記載がないものは幼児・小学生対象）

■新津図書館
9/17㈫・24㈫、10/1㈫ 午前10時半から

（0～3歳児対象）
9/17㈫・24㈫、10/1㈫ 午後3時から
9/21㈯・28㈯、10/5㈯ 午後2時から
■荻川地区図書室
9/21㈯・28㈯、10/5㈯ 午前10時半から
■小須戸地区図書室
9/21㈯ 午前10時半から
■金津地区図書室
10/5㈯ 午後1時半から

■心配ごと相談
9/20㈮・27㈮・30㈪、10/4㈮

　午前10時～午後3時
秋葉区社会福祉協議会（新津地域

　　 交流センター 2階、☎24－8376）
■特設くらしの無料法律相談

10月1日㈫ 午前10時～午後3時
新潟地方法務局 新津支所
区民生活課（☎25－5674）

■法律相談（弁護士相談）※要予約
毎月第2・4金曜（祝日振替あり）

　午後1時15分～ 4時15分
区民生活課（☎25－5674）

■教育相談
毎週月曜～金曜（祝日を除く）

　午前9時10分～午後5時
秋葉区教育相談室（新津図書館2階、

　　 ☎23－0101）

 ＝日時　 ＝会場　 ＝問い合わせ
各種無料相談

第10回 新津美術協会洋画部 美術展
　会員が描いた風景画、静物画などの作
品約50点を展示します。

10月1日（火）～ 6日（日）
　午前10時～午後5時（6日は午後2時まで）

新津美術館1階 市民ギャラリー
同会の五十嵐さん（☎22－9871）

彫刻を生活の中で楽しむ
「粘土で猫などを作る」

　猫などの小動物を、見本を見ながら自
由に作る講座です。焼き上げは業者に依
頼して仕上げます。初心者でも大丈夫です。

10月1日～ 29日の毎週火曜（全5回）
　午後1時半～ 3時半

新津地域学園 5階　研修室
先着15人
3,000円（材料費・諸費含）
9月25日（水）までに新津美術協会事務局

　（新津地区公民館内、☎22－9666）

安藤初江と箔葉会「サムホール展」
10月2日（水）～ 20日（日）午後1時～ 5時

　※ただし、月・火曜は定休日
ギャラリーカフェ「楽」（車場1－15－3）
日本画サムホール作品の展示
安藤さん（☎24－3497）

映画上映会「日日是好日」
10月5日（土）①午前10時～②午後1時半～
秋葉区文化会館
一般 1,000円、中学生・高校生・障がい

　のある人 500円 ※小学生以下無料
10月4日（金）までに新日本婦人の会の

　堀さん（☎24－5401）

新津美術協会書道部 小品展
10月10日（木）～ 13日（日）

　午前10時～午後7時（10日は午後3時から、
　13日は午後3時まで）

ぎゃらりーベルシティ
　（新津本町4-16-17、ベルシティ新津2階）

半紙、色紙、短冊などの書作品展示
同会の羽龍さん（☎24－1364）

◇山びこコーナーへの掲載依頼は、地域総務課
（区役所3階、☎25－5673、 22－0228）

10月20日号の原稿締め切り… 9月25日（水）
11月  3日号の原稿締め切り… 10月9日（水）

区民への情報掲示板

＝日時　 ＝会場　 ＝内容　 ＝対象・定員
＝参加費（記載のないものは無料）
＝申し込み　 ＝問い合わせ

松雲書道会 創立40周年記念
第39回 墨雲展

　一般部の条幅、小品、ペン字、絵てが
みの作品や、小・中学生、高校生の作品
を展示します。

9月19日（木）～ 22日（日）
　午前10時～午後5時（22日は午後4時まで）

新津美術館1階 市民ギャラリー
同会の菅井さん（☎24－8074）

新津写友会 30周年 写真展
　発足から30年を迎えた写友会の会員が
これまで撮影してきた作品を展示します。

9月24日（火）～ 29日（日）
　午前10時～午後5時（24日は正午から、
　29日は午後3時まで）

新津美術館1階 市民ギャラリー
同会の小林仁さん（ 090－4721－0921）

暮らしを楽しむ料理クラブ
　みんなで作って交流を楽しみませんか。
■収穫祭のお料理

9月21日（土）・22日（日）午前11時～
　午後2時 ※両日とも同じメニュー

キノコのキッシュ、白身魚のプロバン
　ス風、パスタ（ゴーゴンゾラ風味） ほか
■紅葉狩り和食膳とガトーバスクの実習

10月26日（土）・27日（日）午前11時～
　午後2時 ※両日とも同じメニュー

吹き寄せおこわ、土瓶蒸し、フランス
　バスク地方の焼き菓子 ほか
■共通事項

上野さん宅（荻島3－4－16）
一般3,500円（外国人、学生は1,800円）
希望日の3日前までに上野さん

　（☎・ 24－6859）

☎23−5000（リクエスト ☎23−5900）
23−5100　http://www.chat761.com

2019 年 9 月15 日～10 月5 日分

月～金 7:30 モーニングブリーズ
  7:50 （9/27) 県地域振興局からのお知らせ
 10:00  クリック！秋葉区

 11:00  なじらねラジオ
12:20  ㊊ありがとうございます◆50 日報 /天気
13:00  ㊌文学館 ㊎流れ星キラリ
13:30  ㊍まちの作り手編集部
 15:00  アフタヌーンパラダイス
17:00  CHAT 'n' ROLL －チャットンロール－
 19:00  ㊊スポネタ ㊋アンビバ
          ㊍とりあえず　㊎とっぱづか金曜日
 20:00  ㊍チャットプレシャスタイム
          ㊎サテライトボイス
21:00  大西貴文 THE NITE
　　　（9 月 25 日から議会中継予定）
24:00  ㊎心理カウンセラー
土曜日  7:00 おはようサタデー
  9:00   J-POP REFRAIN
10:00  一小情報ボックス◆ 30 子育て応援
 11:00  ミッチーDISH ◆ 30 おしゃべりブランチ
12:30  あなたに出逢えたこの町で
13:00  あの頃青春グラフィティ
16:00  SATURDAY
18:00  プートラジオ◆アッカ
日曜日	 7:00 おはようサンデー 
  8:55 （9/15）緊急告知放送試験
10:00  新潟の社長 ◆ 30 スペースファンタジー
 11:00  文学館（再）
12:00  小山ジャネット
13:00  Resort　Winds
15:00  とりあえず（再）◆ 30 流れ星（再）
16:00  J.P TOP20
22:00  サムシング
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　「子育て支援・健康寿命の延伸への取組み～少子・
超高齢社会を踏まえて～」をテーマに、市長が地域
の皆さんの意見を聴く「市長とすまいるトーク」を開
催します。
　事前の申し込みは不要です。
問い合わせ　地域総務課 広報担当（☎25－5673）
※発言は秋葉区在住、勤務、在学の人に限ります
※手話通訳、要約筆記あり

10月8日火午後7時～8時20分日時

会場 秋葉区役所6階 601・602会議室

教室名 日時 対象 ・ 定員 参加費

はつらつ健康教室♣
9月30日～12月16日の
月曜（10月14日・28日、11月
4日・11日、12月9日は除く） 午後1時半

～2時半

60歳以上
先着20人

※60歳未満応相談

3,500円（全7回）
※1回のみの参加費は
　600円

高齢者向け
筋トレ教室♣

10月17日～12月12日の
木曜（10月24日、11月21日・
28日、12月5日は除く）

2,500円（全5回）
※1回のみの参加費は
　600円

リラックスヨガ
体験会♣

10月2日（水）
午前10時半
～11時半

15歳以上
先着40人

※中学生を除く

500円

リラックスヨガ教室♣
10月9日～
12月25日の水曜

6,000円
（全12回）

小学3～ 6年生運動教室
スポレクコース

10月1日～12月17日の
火曜（10月22日は除く） 午後5時15分

～6時15分
小学3 ～6年生

先着20人

5,500円
（全11回）

小学3～ 6年生運動教室
トレーニングコース★

10月11日～12月20日の
金曜（11月22日は除く）

5,000円
（全10回）

※祝日と休館日は休講となります
持ち物　動きやすい服装、内履き、飲み物 ほか（詳しくは同センターホームページ参照）

9月20日（金）申し込み開始 （☎23－4800）
♣にいがた未来ポイント対象事業
★アップルスポーツカレッジの指導

秋期スポーツ教室新津B&G
海洋センター

　秋の夜長の学びの集いを今年も開催します。
対象・定員　おおむね20 ～40歳代くらいの人・先着15人
申し込み　9月18日（水）～10月9日（水）に新津地区公民館（☎22－9666）
※参加無料・10月24日のみ参加費1,000円

Akiha de 夜会

日時 テーマ 会場・講師
10月17日

（木）
午後7時
～9時

精神を統一して集中力を高めよう！
～座禅体験と法話～

観音寺
阿部 正機さん（住職）

10月24日
（木）

美味しいコーヒーの淹れ方
～深煎りと浅煎りの飲み比べ～

AKIHA COFFEE Hub
吉田 剛人さん（店主）

10月31日
（木）

ふろしきで遊ぼう！
～結ぶ・包む・和の心～

むらき呉服店
村木 政寛さん（店主）

ふれあいサッカー教室
ドキドキ・ワクワク

2019年度 新潟市 ドキドキ・ワクワクスポーツふれあい促進事業

会場 小須戸体育館

10月6日日日時

午後3時15分～5時

　アルビレックス新潟の選手と一緒にサッカーを楽しみませんか。サッカー教
室の後は写真撮影会なども開催します。どの選手が来るかは当日までお楽しみ！
　サッカー未経験者も大歓迎です。お気軽にご参加ください。

対象・定員　区内在住、在学の小学1 ～ 6年生・先着70人
持ち物　サッカーボール（貸出し有）、飲み物、タオル、
動きやすい服装、内履き（裏面に凹凸のない屋内用シューズ）
申し込み　9月18日（水）午前10時～ 29日（日）午後6時に
アルビレックス新潟オフィシャルホームページから→→→
問い合わせ　アルビレックス新潟サッカースクール（☎025－280－0011）

市長とすまいるトーク in秋葉区

中原 八一市長
申込はこちらから
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