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人口…… 176,400人 （+42）
男………83,846人 （+37）
女………92,554人 （+５）
世帯……87,166世帯 （+35）
※平成30年７月末現在の住民基
本台帳による。転出予定者を含ま
ず。
（ ）内は前月末比

電話：025-223-7035

ゆいぽーと

関屋分水路

海岸沿いを歩いて健康づくり

夕日ウオーク開催
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お城

区の人口 （ 住民基本
台帳による）

西海岸公園市営プール
少年
野球場

ロングコース（７km）
ショートコース（4.5km）

Ç定員なし、小学生以下は保護者同伴

自然を楽しみながら健康づくりができる
「夕日ウオーク」
を９月８日
（土）
に開催します。
森林や海沿いを楽しく歩き、ゴールする
頃には日本海に沈む夕日を見ることができ
ます。ご家族や友人と一緒に海風を感じな
がらウオーキングを楽しんでみませんか。

今年も全長７km のロングコースと 4.5km
のショートコースの２コースで実施しますの
で、体力に合わせてご参加ください。
また「にいがた未来ポイント」の対象事業
となり、参加するとポイントが付与されます。

持 動きやすい服装、履き慣れた運動靴、タオ

ル、飲み物、帽子、雨具、IC カード「りゅーと」
または「おサイフケータイ」
（
「にいがた未来
ポイント」の発行を希望する人）
、虫除け

Ö当日直接会場

■♣夕日ウオーク
Ä９月８日（土）午後３時 40 分から（受
け付けは３時から） ※所要時間の目安は Ü地域課（☎ 223-7041）
１時間 30 分～２時間 30 分（ショートコー
スは約１時間）。自由解散。
集合場所 西海岸公園自由広場（同公園市
営プール隣接、噴水とお城の間）
※駐車場は数に限りがありますので公共
交通機関をご利用ください
※熱中症予防のため、
前日は十分な休息をとっ
てご参加ください。当日は、持参した飲み物
などでこまめに水分・塩分を補給しましょう。

近日開催の市民プロジェクト
【お化け屋敷】恐怖のえんとつ村４「屍」
Ä８月 31 日（金）まで ※木曜定休。時間
は新潟古町えんとつシアターのウェブペー
ジ＝二次元コード＝からご確認ください。
Å新潟古町えんとつシアター７階特設会場
（東堀通６）
Ñ新潟で活躍する演劇関係者が企画する、順路に沿っ
て歩いて回るお化け屋敷
É 1 人 600 円
Ö当日直接会場
Ü 創るつながるプロジェク
ト・へんみ
（☎ 070-6479-2927）

Ä９月 16 日（日）①午
前 11 時～正午②午後１
時 30 分～２時 30 分
Åいくとぴあ食花 花
とみどりの展示館
Ñアフリカンリズムを取
り入れた音楽療法の体験
Ç各回先着 50人
É 20 歳以上 1,000 円
Öメールで Boku国際交流音楽倶楽部
（bokutaninet@gmail.com)へ
Ü同団体（☎ 090-5993-5883）
Ä＝日時 Å ＝会場 Ñ ＝内容 Ç ＝対象・定員

丸山純子とつむぐ プロジェクト
「地図にない…展」
Ä９月 24 日（振休）まで
の土・日・祝日午後１時
～ 6 時 ※９月１日・２
日を除く
Å同プロジェクト会場（東
堀通５番町 443- ５）
Ñ丸山純子さん（現代美
神奈川県民ホール５rooms
術作家）によるインスタ
レーション作品の展示、 展示イメージ（写真：中川達彦）
亀田縞の服飾雑貨販売
Ö当日直接会場
た に や
Ü同プロジェクト・taniya（☎ 090-6012-9645）

早川堀キャンドルナイト
みずつち PR プロジェクト

潟ファンタジー 2018IN 新潟＆宮城

持 ＝持ち物

※小雨決行。実施の有無は当日の午前 10 時
59 分に BSN ラジオで放送。午前 11 時以降
は市役所コールセンター特設ナビダイヤル
（☎ 0570-00-2025）へお問い合わせくださ
い（実施有無の確認のみ）。

Ä９月 16 日（日）午後６時～９時
Å西湊町通２～４ノ町
Ñ約 2,000 個のキャ
ンドルを使ったキャ
ンドルアートの展示
Ö当日直接会場
Ü 同プロジェクト実
行委員会・高橋（☎
090-8649-5000）

Ü 水と土の芸術祭 2018 実行委員会事務局（文化
創造推進課内☎ 226-2629）
伝統文化を稲穂で表現
にいがたアグリクラフト
Å食育・花育センター
Ö当日直接会場
Üにいがたアグリクラフト（☎ 228-9321）
■ディスプレイ展示
Ä９月 15 日（土）～９月 30 日（日）
■ワークショップ
Ä９月 16 日
（日）
・17 日
（祝）
・
23 日（祝）
・24 日（振休）
・
30 日（日）午前 10 時～午
後３時
Ñ稲穂を使った飾りづくり
Ç各日先着 20 人
É 500 円

にいがた銭湯ものがたり
Ä ９ 月 17 日（ 祝 ）
午前９時～午後６時
Å 朝 日 湯（ 春 日 町
10）
Ñ丸山清人さん（湯
絵師）によるライ
ブペインティング、
ト ー ク イ ベ ン ト、
落語、銭湯検定、ほか
É 500 円 ※朝日湯入浴券つき。チケットはナマラ
エンターテインメイント、朝日湯で販売中。
Üナマラエンターテインメント（☎ 290-7385）

É ＝参加費（記載のないものは無料） Ö＝申し込み Ü ＝問い合わせ ♣はにいがた未来ポイント対象事業

