
2019年（令和元年）12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
12/17㈫・24㈫ 午前10時半から

（0～3歳児対象）
12/17㈫・24㈫ 午後3時から
12/21㈯・28㈯ 午後2時から
■荻川地区図書室
12/21㈯ 午前10時半から
※クリスマス会（会場：2階 研修室）
■小須戸地区図書室
12/21㈯ 午前10時半から※クリスマス会

■心配ごと相談
12/16㈪・20㈮・23㈪・27㈮

　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

R
エ フ エ ム 新 津
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

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

2019 年12 月15 日～1月4 日分

月～金 7:30 モーニングブリーズ
  7:50 （12/27) 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
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   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 （12/15）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
16:00  J.P TOP20
22:00  サムシング

　11月23日から12月1日まで、新津美術館で開催
された「第13回 秋葉区美術展」の入賞者と最優秀作
品を紹介します（敬称略）。
問い合わせ　新津地区公民館（☎22－9666）

第13回 秋葉区美術展
入賞者・最優秀作品

第31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。

1月10日～ 2月28日の毎週金曜
　午後7時～ 9時

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

全8回2,500円
12月26日（木）までにイエロークラブ　

　の岩倉さん（ 090－2240－1471）

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

秋葉区 感謝の集い
住民と地域をつなぐ架け橋として長年尽力

左から七日町神楽保存会（杵鞭さん）、遠山さん、
夏目区長、本間さん代理（湯田さん）、風間さん、城丸さん

永年勤続表彰（敬称略）
<勤続20年>
本間 三男（市之瀬自治会）
秋葉区感謝状贈呈（敬称略）
遠山 悅男、風間 ヤヨエ、
城丸 權一、七日町神楽保存会、
稲垣 啓太（11/20贈呈済）

　自治会・町内会のリーダーとして地域振興に尽力した自治会長・町内会長や
秋葉区民の心に刺激と明朗感を与える活躍をされた皆さんに感謝の意を込め
て、11月28日「秋葉区 感謝の集い」を開催しました。
　受章者には、感謝状と記念品を贈呈し、夏目区長から日ごろの活動に対し感
謝の意を表しました。

◇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19日号の原稿締め切り… 12月18日（水）
2月  2日号の原稿締め切り…   1月  8日（水）

日本画　出展数33点・30人
最優秀賞 高木直美(中央区)
優秀賞 長谷川冨佐子（七日町）
奨励賞 長谷川由紀子（市新）、山田文江（美幸町3）、
　　　　 丸山國雄(燕市)

洋画　出展数58点・48人
最優秀賞 本田建一（美善2）
優秀賞 酒井春美（古津）
奨励賞 飯田茉利子（南町）、長谷部信男（新町1）、
　　　　 増田雅子（善道町1）、佐藤修子（新金沢町）、 
　　　　 加藤二六（金沢町1）

版画　出展数23点・20人
最優秀賞 成澤恵美（西古津）
優秀賞 小見久雄（小須戸）
奨励賞 熊倉幸男（美幸町3）

彫刻　出展数13点・13人
最優秀賞 渡辺ゆかり(江南区)
優秀賞 髙野淳（矢代田）
奨励賞 田村玲子（秋葉1）

工芸　出展数28点・25人
最優秀賞 渡辺悠美子（中村）
優秀賞 泉田尚子(田上町)
奨励賞 大滝恵美（新金沢町）、中山三樹男（朝日）

書道　出展数59・59人
最優秀賞 池田桃香(南区)
優秀賞 柏木愛耶（新町1）
奨励賞 池尻緑華（東島）、川﨑直美（古田2）、
　　　　 齋藤碧泉（柄目木）、廣田春柳（新金沢町）、
　　　　 富士崎紫音（結）、 保科翆華（草水町1）、
　　　　 山本香月（吉岡町）　　　　 

写真　出展数104点・70人
最優秀賞 廣川保之輔（吉岡町）
優秀賞 島田俊男（車場3）
奨励賞 風間ヤヨエ（新保）、小見久雄（小須戸）、
　　　　 中村金治（北上1）、横山サチ子（新保）、
　　　　 今井富夫（西古津）、渡邉吉雄（七日町）、
　　　　 渡辺定一（山谷町2）、本間栄子（小須戸）、 
　　　　 長谷川洋子（西島）、 佐藤恵子（新栄町）

彫刻 最優秀賞
「マメコデラックスⅡ」

版画 最優秀賞「樽香」 写真 最優秀賞「村上の釣人」

工芸 最優秀賞
「サハラの風」

日本画 最優秀賞「追想のメロディ」

洋画 最優秀賞「木もれ陽の遊歩道」

書道 最優秀賞「擬陶彭澤」

令和元年度 統計功績者表彰
　国の統計調査「労働力調査」に調査員として従
事し、特に成績が優秀であるとして、新田見 昇
さん（中野2）が総務大臣表彰を受けました。
　11月20日に秋葉区役所で夏目区長が表彰状を
伝達しました。 夏目区長（左）と新田見 昇さん（右）

広告スペース


