
2019年（令和元年）10月20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
10/22㈫・29㈫ 午前10時半から

（0～3歳児対象）
10/22㈫・29㈫ 午後3時から
10/26㈯、11/2㈯ 午後2時から
■荻川地区図書室
10/26㈯、11/2㈯ 午前10時半から
■金津地区図書室
11/2㈯ 午後1時半から

■心配ごと相談
10/21㈪・25㈮・28㈪、11/1㈮

　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）
■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

◇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）

11月17日号の原稿締め切り… 10月23日（水）
12月1日号の原稿締め切り… 11月6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

認知症サポーター養成講座
　認知症について学び、認知症の人との
関わり方などの基本的なことを学びます。

11月5日（火）午後1時半～ 3時
朝日町内会館
区内在住の認知症について関心が

　ある人・先着10人
医療法人社団 健進会 朝日支部の

　高塚さん（☎22－3429）

新津工業高校 文化祭「飛翔祭」
11月9日（土）　午前10時～午後2時
新津工業高校（新津東町1－12－9）
実習の実演、作品の展示販売、模擬店、

　飛翔祭茶会 ほか
同校 生徒会（☎22－3441）

秋季囲碁大会
11月10日（日）午前10時～午後5時

　（受付は午前9時半から）
新津地域学園（新津東町）
①段級位差によるクラス別のトーナ

　メント戦②各クラスの優勝者は免状取
　得可（実費負担で初段～四段）

支部会員1,000円、会員外1,500円、
　高校生以下1,000円

11月2日（土）までに日本棋院新津支部の
　樋口さん（☎23－6700）

税を考える週間 特別講演会
11月13日（水）午後3時半～ 5時
割烹 一楽（新津本町2－7－10）

テーマ　「80歳エベレスト登頂とその秘密」
講師　三浦豪太さん（プロスキーヤー）

先着100人
持ち物　古タオル（介護施設などに寄贈）

新津法人会（☎23－3488、 25－7322）

小野里書道教室　生徒募集
希望者と相談
荻川コミュニティセンター
小学生以上・先着20人
月2,000円　※中学生以下1,000円

持ち物　習字用具
小野里さん（☎22－9036）

秋の特別講習
　綿布でテーブルセンターを編んでみま
せんか。

10月26日（土）午前9時～ 11時半
新津健康センター 和室
2,000円

持ち物　綿布長め、ハサミ、ものさし、
　　　　かぎ針8号、チャコペンシル、
　　　　敷物として厚めの紙

富樫さん（☎025－260－2143）

第25回 萌芽会展
10月22日（火・祝）～ 27日（日）

　午前10時～午後5時（27日は午後4時まで）
新津美術館 市民ギャラリー
洋画、日本画、陶芸、版画、写真 ほか
萌芽会の押味さん（☎24－9543）

第30期 秋葉区初心者硬式テニス教室
　繰り返して基礎の練習をします。

11月1日～ 12月20日の毎週金曜
　午後7時～ 9時（全8回）

秋葉区内および近隣の体育館
秋葉区に在住・在勤の硬式テニス

　初心者・先着若干名
持ち物　テニスシューズ、ラケット

2,500円
10月28日（月）までにイエロークラブの

　岩倉さん（ 090－2240－1471）

秋葉区の茶と菓子を楽しむ会
　秋葉区の茶についての講習会です。当
日は「あきは紅茶」と「あきはスイーツ」を
お出しします。

11月4日（月・振休）午後1時半～ 2時半
八帖二間（新津本町2－1－27）
先着8人
1,000円（お茶、お菓子、資料代）
新潟茶摘み倶楽部の北川さん

　（☎025－225－5312）

☎23−5000（リクエスト ☎23−5900）
23−5100　http://www.chat761.com
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2019 年10 月20 日～11月2 日分

月～金 7:30 モーニングブリーズ
  7:50 （10/25) 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
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◆大塚商会
日曜日	 7:00 おはようサンデー 
  8:55 （10/20）緊急告知試験放送
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

あきは未来フォーラム
秋葉区文化会館 会場

日時 午後1時半～4時半11月4日 月・振休

内容　・令和元年度 青少年健全育成功労者・功労団体表彰
　　　・中学生「わたしの主張」発表
　　　・アトラクション　新津第一中学校 合唱部
　　　・講演会「命の参観日」　
　　　　講師 玉城ちはるさん（シンガーソングライター）
定員　480人
問い合わせ　新津地区公民館（☎22－9666）玉城ちはるさん

入場無料・全席自由

住み慣れた地域で、 誰もが安心して暮らせる地域社会を目指して

プログラム（参加無料）

第1部　午後1時半～2時
表彰式　 社会福祉功労者表彰

第2部　午後2時～4時半　　
基調講演　「子どもの貧困～見えづらい実状を考える～」
講師　林 明子さん（大妻女子大学家政学部児童学科 専任講師）
シンポジウム　新潟市内の取り組み発表
エンディング　新津第一中学校合唱部

　誰もが安心して住み慣れた地域で暮らすこと
ができるように「子どもと貧困」をテーマに、子
育て世代を取り巻く環境を理解し、様々な支援
の取り組みを学び、私たちにできることを考え
ていきましょう。
申し込み　秋葉区社会福祉協議会（☎24－8376）

～貧困の連鎖を繰り返さないために地域でできることを考える～

無料保育あります！

対象 6カ月～就学前児
定員 先着3人
※11月10日（日）までに
　要予約

12月1日日
午後1時半～4時半

日時

秋葉区文化会館 会場

申し込み	☎25−2400秋葉区総合体育館

レスミルズ イベント「Link 2019」

タイムスケジュール ※①②とも同内容 対象 ・ 定員 参加費

ボディジャム
ヒップホップなど様々なダンスの
動きを取り入れたプログラム

①午後1時15分～ 2時15分
②午後2時40分～ 3時40分 高校生以上の人

各回先着100人
1回1,000円

ボディコンバット
キックやパンチなど格闘技の動き
を取り入れたプログラム

①午後4時5分～ 5時5分
②午後5時半～ 6時半

会場 秋葉区総合体育館日程 11月2日土
　人気のエクササイズシリーズ「レスミルズ・プログラム」に気軽に参加してみませんか。
持ち物　内履き、タオル、飲み物

令和元年度 秋葉区青少年健全育成・人権啓発・安心安全社会推進大会

スマート農業
を体験 中原市長が区内の農業法人を視察

　10 月 4 日、中原市長が新関地区でスマー
ト農業技術の開発・実証プロジェクトを
行っている「株式会社 白銀カルチャー」の
ほ場と作業場を視察しました。
　市長は、実証中の自動運転トラクターの
説明を受け、実際にもち麦の種まき作業を
体験しました。同社では、スマート農業の
実践により生まれた余剰人員で、カリフラ
ワーの生産を行っており、市長は出荷作業
を視察しながら「儲かる農業」の実現につ
いて生産者と意見を交わしました。

自動運転トラクターに乗り
説明を受ける中原市長

きらりん
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ADIO CHATでは、災害などの緊急

時には番組を中断し、緊急災害情
報を放送します。

　  防災情報は76.1MHz

広告スペース


