
新津地区グリーンセンター（七日町）会場

　シールやスタンプなどで飾りをつけて、オリジナルのクリスマスカードを作っ
てみませんか。参加は無料です。
対象・定員　3歳以上～中学生・先着15人 ※就学前児は保護者同伴
持ち物　サインペンなどの筆記用具、はさみ、カードに貼りたいもの
　　　　（絵、写真、リボン、シール、マスキングテープ、スタンプなど）
申し込み　11月23日（土・祝）午前10時から新津図書館（☎22－0097、窓口でも可）

子どもチャレンジクッキング教室

作ったケーキは
持ち帰ります。

クリスマスカード をつくろう！

新津図書館2階 研修室会場

12月7日土日時 午前10時～11時半

12月8日日日時 午前10時～正午
クリスマスケーキづくりに挑戦

　「森の喫茶 ま～まぁカフェ」（五泉市）のおいしい材料をふんだんに使ったシフォ
ンケーキをデコレーションします。どんな味になるかは当日までのお楽しみです。
　ちょっと早いクリスマスケーキを作ってみませんか。
対象・定員　小学3 ～6年生・先着16人
参加費　1,000円
持ち物　エプロン、三角きん、ハンカチ
申し込み　11月18日（月）午前9時からグリーン
　　　　　センター管理委員会（☎24－1746）

とびだす

2019年（令和元年）11月17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
11/19㈫・26㈫ 午前10時半から

（0～3歳児対象）
11/19㈫・26㈫ 午後3時から
11/23㈯ 午後2時から ※30日は無し
■荻川地区図書室
11/30㈯ 午前10時半から ※23日は無し

■心配ごと相談
11/18㈪・22㈮・25㈪・29㈮

　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）
■人権相談（新津会場）

12/3㈫ 午後1時半～ 3時半
新津健康センター 2階 
区民生活課（☎25－5674）

■行政相談（新津会場）
12/3㈫ 午後1時半～ 3時半
新津健康センター 2階 
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

◇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）

12月15日号の原稿締め切り… 11月20日（水）
  1月  5日号の原稿締め切り… 12月  4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

新津・荻川切り絵の会 作品展
　正月をテーマにした作品約30点を展示
する年賀切り絵はがき展です。

12月3日（火）～ 16日（月）
　午前10時～午後4時
　（3日は正午から、16日は午後3時まで）
　※土日祝日は休館です

まちの駅「ぽっぽ」（新津本町2）
新津切り絵の会の鎌田さん

　（☎24－1143）

プロ野球選手が指導する
スワローズ少年教室に参加しませんか
　新潟県出身のプロ野球選手に指導して
もらえます。参加無料です。

12月8日（日）午後1時～ 3時
阿賀小学校 体育館 

指導者　鈴木裕太投手
　　　　（東京ヤクルトスワローズ）
　　　　本間忠さん
　　　　（元ヤクルトスワローズ投手）

小学1 ～ 6年生・先着200人
11月30日までに指田さん

　（ 090－2841－1513）

目指そうプロ棋士
将棋教室 生徒募集

　日本将棋連盟公認の将棋指導員がマン
ツーマンで指導します。

新津地域交流センター
小学1年生以下の子ども

　※日時は相談のうえ決定
新井さん（☎24－2449）

第7回 金津ミュージックフェスティバル
　JAZZ・フォーク・J-POP・フラダン
スなど、様々なジャンルの音楽を楽しん
でください。

12月1日（日）正午～午後4時
　（開場は午前11時半から）

金津地区コミュニティセンター 
同実行委員会の五十嵐さん

　（ 090－4963－5529）

一緒にラグビーやろうよ！
　新津ラグビースクールは園児から中学
生までの仲間を募集しています。ワール
ドカップを見てラグビーをやってみたいと
思った君！一緒に one team になりませ
んか！？体験・見学は随時受け
付けています。詳細はホーム
ページをご覧ください→→→

毎週土曜 午後1時半～ 4時半
　（屋内の場合は午後1時45分～ 5時）

信濃バレー親水レクリエーション広場
　（雨天・冬期は新津第三小学校体育館）

新津ラグビースクール
　（メール hpm@niitsu-rs.sakura.ne.jp）

☎23−5000（リクエスト ☎23−5900）
23−5100　http://www.chat761.com
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2019 年11月17日～11月30日分

月～金 7:30 モーニングブリーズ
  7:50 （11/22) 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 ㊍ひねもす
12:50  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  ㊎マチノちえこ
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 （11/17）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
18:00  チャットプレシャスタイム（再）
22:00  サムシング

ミニ門松づくり
手作りの正月飾りで新年を迎えよう

小須戸まちづくりセンター会場

12月14日土日時
午前9時半～
11時半

作品は持ち帰り
できます

　お正月に年神様を家に迎え入れるために飾る「門松」。
新しい年に向け、みんなで門松を作ってみませんか。
対象・定員　小学生と保護者（親または祖父母）・先着15組
参加費　500円（材料費）
持ち物　花ばさみ
申し込み　11月18日（月）～12月6日（金）までに
　　　　　 小須戸地区公民館（☎25－5715）

秋葉区文化会館 ホール会場

日時 令和2年2月2日日
午後2時開演

（開場は午後1時半から）

新潟セントラルフィルハーモニー管弦楽団

　主に県内で活動するプロの演奏家を中心
に結成された楽団「新潟セントラルフィルハ
ーモニー管弦楽団」の6回目となる演奏会。
　今回は、フランス・ドイツのロマン派が
テーマです。ぜひお楽しみ下さい。

第6回演奏会
ロマン派音楽のいぶき

～フランスの風 ・ ドイツの薫り～

ゲスト
渋谷陽子さん（チェロ）

曲目（予定）　パヴァーヌ（フォーレ）、チェロ協奏曲（サン＝サーンス）、
　　　　　　交響曲第4番「イタリア」・序曲「フィンガルの洞窟」
　　　　　　（メンデルスゾーン） ほか
定員　480人 ※全席自由（就学前児入場不可）
チケット料金　前売り3,000円、 当日3,500円
問い合わせ　同楽団の石丸さん（ 090－4135－5229）

広告スペース


