
2019年（令和元年）12月1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
12/3㈫・10㈫ 午前10時半から

（0～3歳児対象）
※10日㈫はクリスマス会（会場：2階研修室）
12/3㈫・10㈫ 午後3時から
12/7㈯・14㈯ 午後2時から
■荻川地区図書室
12/7㈯・14㈯  午前10時半から
■金津地区図書室
12/7㈯ 午後1時半から

■心配ごと相談
12/2㈪・6㈮・9㈪・13㈮

　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）
■行政相談（小須戸会場）

12/10㈫午後1時半～ 3時半
小須戸地区ふれあい会館
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

マジックパフォーマンス
「魔法の国」

　子どもから大人まで楽しめるマジック
ショーです。参加したお子さんにはもれな
く手品グッズを無料でプレゼントします。

12月7日・21日（土）午前10時～
新津地域交流センター イベントホール
先着50人
秋葉区マジックボランティア集団「魔法の国」

　の笹川さん（ 080－3307－1512）

みんなで作って交流を楽しみませんか
「お正月料理」

12月14日（土）・15日（日）
　午前11時～午後2時 ※両日とも同内容

上野さん宅（荻島3－4－16）
メニュー　祝い肴、口取、ことほぎの
　　　　　お寿司とお餅入り鍋料理、
　　　　　保存食など

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）

◇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）

1月  5日号の原稿締め切り… 12月  4日（水）
1月19日号の原稿締め切り… 12月18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

2019 あきは日本語教室
スピーチ発表＆交流会

　日本語教室の生徒が日頃の成果をスピ
ーチで発表します。また、交流会ではギ
フト交換を行います。

12月19日（木）午後1時半～ 3時半
新津地区公民館3階 305研修室

持ち物　食べ物または飲み物1品、
　　　　ギフト1つ（500円程度のもの）

12月12日（木）までに同教室の
　長谷川さん（ 080－4058－6640）

秋葉区文化会館会場

日時 1月19日日

　2020年の新作 市民ミュージカルに向けたワークショップ
を10月から開催し、幅広い年齢層の参加者が演技やダンス、
歌の練習をしてきました。その成果を、このトライアル公演
で発表します！ぜひお楽しみください。
定員　各回先着450人
チケット料金　500円 ※全席自由・3歳以上有料
問い合わせ　同館（☎25－3301） 嶽本あゆ美さん

（脚本・演出）
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家庭の廃てんぷら油回収
■秋葉区役所、小須戸まちづくりセンター
12/2㈪ 午前8時半～午後5時半
■新津地域交流センター
12/2㈪ 午前9時～午後9時

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

2019 年12月1日～12月14日分

月～金 7:30 モーニングブリーズ
  7:50 （12/13) 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
　　　（12 月中旬議会中継予定）
24:00  ㊎マチノちえこ
土曜日  7:00 おはようサタデー
  9:00   （12/14) はつものがたり（再）J-POP 
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 
  9:00 ぐるっと 360 度
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

サイコロふって楽しく歩こう！！

鉄道スゴロク
第11回 にいつ鉄道商店街

日時 12月14日土 午前10時半～午後2時半
（お楽しみ抽選会は午後3時から）

　にいつの商店街をスゴロクに見立て、サイコロを振ってお店を移動します。
お店から出された課題をクリアしながら、ゴールを目指しましょう！
　ゴールした人には、「お楽しみ抽選会」が待っています。

豪華景品が当たるかも！？
「お楽しみ抽選会」

集合場所　新津地域交流センター
定員　先着200人
参加費　1エントリー 500円（個人・グループ）
　　　　※お買い物キップ600円分付き
申し込み　住所、参加者名、電話番号を新津商店街
　　　　　協同組合連合会の土屋さん
　　　　　（ 070－1479－7902、 24－1818）
問い合わせ　産業振興課 商工観光係（☎25－5689）

にいつ鉄道商店街
ホームページからも
申し込みできます

ロコモーション走れ！
新作 アキハ・ミュージカル・トライアル公演

秋葉区文化会館会場

日時 3月14日土 
午後2時開演（開場は午後1時半から）

林家たい平独演会

林家たい平さん

秋葉区文化会館会場

日時 2月24日
午後2時開演

（開場は午後1時半から）

月・振休

　2020年はオリンピックイヤー。世界中からいろいろな国の人が日本へやって
きます。その人たちが住む国にはどんなすてきな音楽が
あるのかな？音楽で世界を巡る旅へ出かけて見ましょう！

親子で楽しむクラシック
～はじめての演奏会～

音楽でめぐる世界旅行

チケット料金　3歳以上 500円（当日は600円）
　　　　　　※0歳から入場可・膝上鑑賞は1人のみ無料
チケット販売　12月14日（土）午前9時から同館（☎25－3301）
■5歳のお子さんを無料ご招待します！ 

　5歳のお子さんを無料でコンサートにご招待します！チケット購入時にお子さ
んの名前と生年月日が分かるものを提示してください。
対象　平成26年4月2日～平成27年4月1日生まれ

　テレビでおなじみの落語家・林家たい平さんによ
るエネルギッシュでサービス精神旺盛な落語をお
楽しみください。
チケット料金　前売り 3,500円 （当日は300円増）
　　　　　　※全席指定・就学前児入場不可
チケット販売 12月8日（日）午前9時から秋葉区文化
　　　　　  会館 ほか
問い合わせ　同館（☎25－3301）

商店街を巡って
課題に挑戦！

①午後1時半～②午後5時～
（開場時間は各回30分前）

広告スペース


