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北区で夏を楽しもう！夏のオススメスポットをご紹介！
海辺でのんびり楽しもう！

プールでアクティブに楽しもう！

手ぶらでバーベキュー
手ぶらで本格BBQが楽しめる！　BBQスペシャルサイト森で自然を楽しもう！

開設期間　７月13日（土）～８月18日（日）

夏季営業　９月16日（祝）まで

問い合わせ　産業振興課商工観光係（☎025-387-1356）

問い合わせ　海辺の森～キャンプ場～（☎025-255-3810）

問い合わせ　同館（☎025-384-1211）

詳しくはこちら

島見浜海水浴場

遊水館

海辺の森

屋外に流れる
プールやウォー

タースライダーが
あるよ

図書館で静かに楽しもう！

豊栄図書館

松浜図書館

うちどく読書ノートを
配布します
20冊読んだら

プレゼントがあるよ！
７月20日（土）

　　～９月３日（火）

読んだ本の
記録をつけよう！

離岸流に注意！遊泳区域内で泳ぎましょう
　新潟市では遊泳区域を定め、安全対策等
を行い海水浴場として開設しています。

開館時間
　平日・土曜　午前10時～午後９時
　　　　　　　（屋外プール・木舟水路　午後６時まで）
　日曜・祝日　午前10時～午後６時
　屋外プール営業日　７月16日～８月31日は毎日
　　　　　　　　　　７月15日までと９月１日～ 16日は土日祝日のみ
　※月曜（祝日の場合翌日）休館
　　７月29日、８月13日・19日は開館
利用料金
　�大人500円、65歳以上200円、　　　　
小中学生200円、就学前児無料
　※�小学４年生以下は水着を着た保護者
（成人）の付き添いが必要

　木舟水路　１そう１時間200円　

注意　・ご利用の３日前までに予約が必要です。
　　　・�季節の野菜や果物などのサイドメニュー・調理器具・サイト料込の料金です。
　　　・�各セットに飲み物は含まれません。持ち込みまたは管理棟で購入できます。
　　　・�ご自身での調理が原則ですが、器具の使い方などはスタッフが説明します。
  １ポンドステーキセット　  　ローストチキンセット　　 ブランクサーモンセット

今年も夏休み無料バスを
７月24日から運行します。
詳しくは、７月21日号を
ご覧ください。

10,000 円（３～４人前）

　離岸流とは、突堤付近で発
生しやすく、波打ち際から沖
合に向かってできる局所的な
強い潮の流れです。

ゴミは必ず
持ち帰りましょう！

一日子ども図書館員
　日時　①７月30日（火）②７月31日（水）午前９時～ 11時半
　対象　①小学３・４年生②小学５・６年生各４人（申し込み多数の場合抽選）
　申し込み　７月20日（土）午後５時までに同館

☆わくわく体験夏まつり
　日時　７月21日（日）午前10時～午後２時
　内容　紙芝居、図書館バックヤードツアー、古本市、縁日コーナーなど

☆夏のふしぎなおはなし会
　日時　７月20日（土）午後２時～３時半

一日子ども図書館員
　日時　８月３日（土）午前９時～ 11時半
　対象　小学４～６年生４人（申し込み多数の場合抽選）
　申し込み　７月26日（金）午後７時までに同館

☆なにがでるかな？くじdeポン！
　　くじを引いて、当たった本を借りてみよう。何が出るかはお楽しみ！
　期間　７月20日（土）～９月１日（日）　　対象　中学生以下

問い合わせ　同館（☎025-387-1123）
※金曜、第１水曜休館

問い合わせ　同館（☎025-387-1771）
※月曜、第１水曜、祝日休館

監視所
仮設トイレ

監視所
仮設トイレ

展望塔浜　茶　屋

海辺の森キャンプ場

※☆は当日直接会場
※�「赤ちゃんタイム」「おはなしのじかん」「わらべうたのじかん」は定例どおり開催
します

海水浴場
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幸せの暮らしと住まいづくりナビゲーター

上下水道工事・舗装工事・土留工事・外構工事・木造住宅解体工事
新築木造住宅・各種リフォーム・水まわり修理・ペレットストーブ

㈱佐久間組　新潟市北区木崎 2183 info@39mg.com　http://39mg.com

サクマホーム
通話料
無　料 0120-392-390

ご希望の
お車３分で
見積りします !!
お気軽にご来店
ください。

コアラクラブ新潟北店　℡025-386-6711
㈲堀モータース　新潟市北区柳原5-2-8　http://horimotors.com

　北区の子育てに役立つ情報を集めて発行する子育て情報誌の
編集委員を募集します。
活動内容　�情報誌の内容を検討する会議に出席（月１回程度）、

取材、企画検討
申し込み　�７月31日（水）までに、健康福祉課児童福祉係
　　　　　（☎387-1335）

子育てガイドブック「ままKiTa」編集委員募集

遊水館　令和元年度　第２期水泳教室　問同館（☎384-1211）
火 水 木 金 土（午前のみ）

10:30 ～
11:30

クロール25m
（10人）

クロール25ｍ
（10人）

アクアビクス
（40人）

レインボー
水中体操
（40人）

9:30 ～ 10:30
バタフライ
小学生
（10人）

クロール50m
（15人）

背泳ぎ
（15人）

平泳ぎ
（15人）

バタフライ
（15人）

16:30 ～
17:30

幼児
（20人）

幼児
（20人）

幼児
（20人）

幼児
（20人） 10:30 ～ 11:30

クロール
小学生
(25人）

17:30 ～
18:30

小学生
（35人）

小学生
（35人）

小学生１
（35人）

小学生
（35人）

18:30 ～
19:30

クロール小学生
（25人）

小学生２
（35人）

対�　象　　幼児教室は年中・年長児、小学生教室は３種目（クロール、背泳ぎ、平
泳ぎ）、クロール小学生（水なれからクロール完泳まで）、バタフライ小学生はク
ロール、背泳ぎ、平泳ぎ各25ｍ泳げる子、その他の教室は15歳以上（中学生は除く）
日にち　　９月３日～ 12月17日、教室によって曜日や時間が異なります
参加費　　全12回　3,500円（幼児クラス以外は、入館料、ロッカー代が別途必要）
申�し込み　７月21日（日）までに同館窓口または、はがき（〒950-3324前新田乙
311）・メール（swim@hapisuka.com）に①曜日②教室名③氏名（フリガナ）④
性別⑤生年月日⑥郵便番号⑦住所⑧電話番号⑨メールの場合はメールアドレス
を明記し、同館（郵便の場合は当日消印有効、申し込み多数の場合は抽選）
※同じ曜日・時間帯の教室は重複して申し込みできません
※幼児・小学生教室・クロール小学生、バタフライ小学生は、１人１教室のみ

〈広告欄〉広告掲載の申し込みは地域総務課（☎387-1175）１枠（3.9㎝×7.9㎝）１回7,000円（税込）

光
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運営主体/宗教法人大圓寺

宗派問いません

全区画基礎工事済（工事代別途必要）　夫婦墓（墓石込）68万円 税別
許可番号：新保環指令第16020号　許可年月日：平成30年３月７日
場所：新潟市北区太夫浜字諏訪榎2440番2（新潟市太夫浜霊苑前）

お問合せ：☎025-250-6824　 URL:koumyoureien.com

380,000円　　1.2ｍ×1.2ｍ（169区画）
480,000円　　1.5ｍ×1.8ｍ（27区画）永代使用料

檀信徒になる必要なし ペットと一緒にお墓に入れます

豊栄トマト「桃太郎」を収穫体験！

北区郷土博物館に貴重な美術品の寄贈

　６月８日（土）に、太田の450坪もある大
きなビニールハウスで、豊栄トマト「桃太
郎」の収穫体験が開催されました。
　毎年恒例の大人気イベントに、ことしは
95人が参加。採りたてのトマトをその場
で試食したほか、お土産のトマトをじっく
り選ぶなど思い思いに楽しんでいました。

　元新潟市長の長谷川義明さん(右から２人目)から、「ひと1991-1」
という彫刻作品をいただきました。これは、同館屋外にあるモニュメ

ント「希望に向う人」と同じ作
者・高橋清による作品で、同館
の所蔵作品展にて公開中です。
　来館された長谷川さんは「き
れいに展示していただけて良
かった」と、若杉区長(左)など
に話していました。

日８月17日（土）午後０時半～ 18日（日）午後３時（１泊２日）
場海辺の森キャンプ場（島見町）
内①テントの設営　②カレー作り　③キャンプファイヤー
　④地引網　　　　⑤スイカ割り　⑥そうめん流し　など
人北区在住の小学３～６年生　先着80人　￥1,500円
申７月８日（月）～ 19日（金）の平日午前９時～午後５時に、同館または豊
栄地区公民館に備え付けの申込書に記入のうえ、参加費を添えていずれか
の公民館（休日や夜間も申し込めますが、参加費の受領はできませんので、
この場合は事前説明会の際に必ずご持参ください。）

サマーキャンプ in 海辺の森　問北地区公民館（☎387-1761）

事業内容や持ち物の説明などを行います。
※必ず参加してください
日８月３日（土）午前10時～正午　場同館（３階ホール）

北区文化会館からのお知らせ　問同館（☎388-6900）
人形劇団プーク「八郎」
「にんぎょう祭りばやし」
日７月28日（日）午前11時開演
料金（全席指定）� 親子ペア2,800円
大人2,000円　　３歳～小学生1,000円
奥村愛meetsチャップリン
～無声映画とのコラボレーション～
日７月30日（火）午後７時開演
料金（全席指定）� 親子ペア4,000円
一般3,000円　小学生～高校生1,500円
※両公演とも有料託児所あり。要予約 ©Wataru�Nishida ©Roy�Export�SAS

ご利用ください 新潟市地域包括支援センター
高齢者の皆さんが、住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、さまざまな面から支援します。
福祉・保健・医療・介護などの総合的な相談窓口として、各種サービスを案内しています。
お住まいの地域によって担当センターが決まっていますので、お気軽にご相談ください。
　※相談は無料で、秘密は固く守られます

地域包括支援センターは、市が設置する高齢者の総合
相談窓口です　　問健康福祉課高齢介護係（☎387-1325）

その他こんな取り組みをしています！
出前講座の開催 地域とのネットワーク作り

悩み事を一人で抱え込んでいませんか

⃝健康作りに取り組みたい
⃝足腰が弱って転びやすい
⃝もの忘れが気になる

⃝�一人暮らしの高齢者が心配
だけど、様子を見に行くこ
とができない、など…

松浜・南浜・濁川中学校区の
方は

松潟1482-1
（障がい者支援施設松潟の園内）

阿賀北　☎258-1212

葛塚・木崎・早通・光晴（一
部含む）中学校区の方は

東栄町1-1-35
（北区社会福祉協議会内）

くずつか　☎386-8100

岡方・光晴（一部除く）・横越
（一部含む）中学校区の方は

上土地亀2433-1
（特別養護老人ホームながうらの郷内）

上土地亀　☎386-1150

事　前
説明会

小林 小林

古田嶋

冨井 関本

渡邉 本間 末永 佐藤佐藤

田辺
岡村

田邉 齋藤 石川

８/25（日）　阿賀野川ござれや花火　有料観覧席を販売！
販売場所
　同花火実行委員会事務局(北新潟商工会館内)
　北区観光協会
　東区役所地域課
　※電話での申し込みはできません
　※同花火ホームページからも申し込み可
販売期間
　７月31日（水）まで（土日祝日を除く）
　※ホームページは７月25日（木）まで　問同花火実行委員会事務局（☎259-5811）

区分（定員） 座　席 価　格 販売数（先着）
マス席（４人） 指定席 20,000円（弁当４個付） 100マス
テーブル席（１人） 指定席 一般�2,500円、中学生以下�2,000円 500席
イス席（１人） 指定席 一般�2,000円、中学生以下�1,500円 400席
ブルーシートマス席

（６～８人） 指定席 10,000円 52マス

ブルーシート席（１人） 自由席 一般�1,500円、中学生以下�1,000円 600席

介護や健康
のこと

⃝高齢者虐待についての相談
⃝�詐欺や悪質な訪問販売への
対応

⃝お金の管理などの支援制度

権利を守る
お手伝い

さまざまな
相談ごと

北
区
郷
土
博
物
館
所
蔵
作
品
展「
人
間
は
ど
こ
に
い
る
？
」　

同
館
で
７
月
15
日（
祝
）ま
で
開
催
中　

問
同
館（
☎
３
８
６
―
１
０
８
１
）

電話番号（☎）は市外局番025を省略して記載しています。本文中の日は日時、場は会場、内は内容、人は対象・定員、￥は参加費（記載のないものは無料）、申は申し込み、問は問い合わせ。
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クイズコーナーはお休みします。電話番号（☎）は市外局番025を省略して記載しています。

██ 北区自治協議会を傍聴しませんか
日７月18日（木）午後１時半～
場豊栄地区公民館
内部会の会議概要についてなど
人先着10人
申当日直接会場
問地域総務課（☎387-1175）
　
北区教育ミーティングを█
傍聴しませんか

日７月18日（木）午後３時～
※受付開始は午後２時50分～
場豊栄地区公民館
内教育長および北区担当教育委員と自治協
委員との教育に関する意見交換
人先着10人（受付開始時に定員を超える場
合は抽選）
申当日直接会場
問北区教育支援センター（☎387-1525）

██ 井戸水を飲用などに使用している皆さまへ
　井戸水は、細菌や有害物質によって汚染
されることがあり、飲用とする場合は定期
的に水質検査を実施するなど、適切な管理
が必要です。井戸水の水質は日々変動しま
すので、飲み水などには安心して使用でき
る水道水への切り替えをお勧めします。
　なお、切り替えの際の工事費や加入金な
どは自己負担になります。
問飲用井戸水について
保健所環境衛生課環境衛生係（☎212-
8266）
水道加入について
水道局北営業所維持係（☎0120-411-002
（フリーダイヤル）または☎266-9311）
　
７月は“社会を明るくする運動”█
強調月間、再犯防止啓発月間です

　この運動は、犯罪や非行の防止と、あや
まちを犯した人の立ち直りについて理解を
深め、みんなで力を合わせて犯罪や非行の
ない安全で安心な地域社会を築くための全
国的な運動です。また、「再犯の防止等の
推進に関する法律」で、７月は再犯防止啓
発月間とされています。
　新潟東地区保護司会の豊栄地区分区や北
地区分区では、中学生の協力により、松浜
朝市などで広報活動を実施します。
問同会（☎278-8194）
　 　

催し・募集
第19回豊栄商店会まつり█
葛天＠他門

日７月27日（土）午後５時～９時
場他門通り路上（他門大橋～下他門交差点、
歩行者天国）
※車両通行止は午後１時～11時（予定）
内ライブ（中澤卓也、マンダムズなど）、ダンス、
トランポリン、段ボールパズル、けん玉体験、
プール、大抽選会、フリマ、屋台村など
問豊栄商工会（☎387-2264）

お 知 ら せ ██ 環境と人間のふれあい館
問同館（☎387-1450）
申当日直接会場
▍18周年記念講演会
日７月13日（土）午後２時～３時半
※受付午後１時半～
場アートホテル新潟駅前（中央区笹口１）
内文学作品で未来に伝える新潟水俣病
▍夏休みこども工作
日７月24日（水）～８月18日（日）①午前10
時～②午後２時～（受付は各回30分前～）
※月曜休館（祝日の場合は翌日）
内貝殻やコルクといった身近な物を再利用
した工作
人各回先着20人
　
地域のたからさがし　福島潟環境学習█
福島潟くるーじんぐ

日８月11日（祝）午前９時40分～午後０時
10分（雨天中止）
受付場所　水の公園福島潟　潟来亭前
人先着70人
※小学生以下は要保護者同伴
￥200円（就学前児は無料）
※豚汁、おにぎり、飲み物を用意しています
申７月８日（月）から26日（金）までの平日
午前９時～午後５時に葛塚コミュニティセ
ンター（☎384-6077、土日祝日を除く）
　

██ 豊栄地区公民館
問同館（☎387-2014）
▍ご近所だんぎ「薬のはなし」
　新潟県薬剤師会の薬事衛生指導員さんを
迎え、お茶とお菓子で楽しくおしゃべりし
ましょう。
※手話通訳あり
日７月11日（木）午後１時半～３時
￥100円
申７月10日（水）までに同館
▍区民ギャラリー（当日直接会場）
・豊柳会　川柳作品展
日７月９日（火）～15日（祝）午前９時～午
後９時（初日は午前10時から、最終日は午
後４時まで）
・第36回観風会書道展
日７月17日（水）～22日（月）午前９時～午
後９時（最終日は午後８時まで）
▍チャレンジキッズ教室　声優体験
　i-MEDIA国際映像メディア専門学校の
鈴木則子さんを迎え、アフレコ体験や声の
表現方法などを学びます。
日８月５日（月）午後２時～４時
人小学４～６年生20人（申し込み多数の場
合抽選）
申７月21日（日）までに市
ホームページ「かんたん申し
込み」または直接同館

██ 豊栄児童センター
問同センター（☎384-1520）
▍ぴょんぴょんきっず　運動遊び
日７月18日（木）午前10時半～11時15分
人幼児（２歳以上）と保護者
申当日直接会場
▍ムービー・わん
日７月21日（日）午後１時半～３時10分
人乳幼児親子～18歳未満
申当日直接会場
▍エネルギーサイエンスショー
日７月30日（火）午前10時～11時半
人幼児親子～18歳未満
申当日直接会場
▍川あそび
日８月５日（月）午前８時～午後４時
人小学生　先着40人
※１～３年生は保護者同伴
￥500円
申７月14日（日）から23日（火）までに同セ
ンター
　

██ 第22回松蔭賞書道展
会期　７月27日（土）～８月25日（日）午前
９時～午後５時（祝日を除く毎週月曜と８
月13日（火）は休館）
場北区郷土博物館
内小中学生の入賞作品約230点を展示
申当日直接会場　問同館（☎386-1081）
　

██ 親子げんきスタジオ
　子どもの料理教室と保護者の運動教室を
組み合わせた親子イベントです。子どもが
作った昼食を親子で一緒に食べます。
日８月22日（木）午前９時半～午後１時半
場新潟医療福祉大学
人小学生以上親子12組（２人１組、申し込
み多数の場合は抽選）
￥1,800円（１人追加ごとに500円追加）
申７月26日（金）までに、メール（akiko-
sato@nuhw.ac.jp）で参加者氏名（保護
者・子ども）、電話番号を明記し、同大学
健康スポーツ学科　佐藤（☎257-4586）
　

██ 地引網
日７月21日（日）午前５時半～８時半
場太夫浜海岸　太夫浜漁協詰所
人北区に在住または通勤・通学している小
学生以上
￥300円
※みそ汁あり（おにぎりは各自持参）
申７月17日（水）までに北地区スポーツ振
興会　小熊（☎255-3310）
　

██ 海岸サマーフェスティバル█in█南浜
日８月３日（土）午後５時～９時
場島見浜　海辺の森海岸
内スイカ早食い大会、カラオケ大会、フラ
ダンス、バンド演奏、花火大会など
※スイカ早食いとカラオケは参加者募集中
問夕焼けコンサート実行委員会　加無木
（☎090-2551-6895）

██ ボランティアきっかけづくり講座
日７月23日・30日（火）午後１時半～３時半
場豊栄健康センター
内ボランティアに関する知識や技術
人ボランティア活動に興味のある人先着
20人
申北区ボランティア・市民活動センター
（☎386-2810）
　

スポーツ
　

██ 中学生硬式野球教室
日７月20日～令和２年３月28日の毎週土
曜午前７時～９時
場豊栄南運動公園野球場ほか
内硬式野球の基本技術指導
人主に部活を引退した中学３年生
￥9,000円
申ハピスカとよさか（☎386-7522、祝日
を除く月曜休み）

のびのび幼児運動＆█
スイスイ子ども水泳教室

日８月６日（火）～８日（木）午後１時～３時
場新潟医療福祉大学　体育館＆屋内プール
人５歳児～小学生　先着50人
￥2,500円
申７月17日（水）までに、メール（baba@
nuhw.ac.jp）で保護者の氏名・連絡先、
子どもの氏名（ふりがな）・住所・生年月
日（西暦）・性別を明記し、同大学アクアヘ
ルス推進プロジェクト研究センター（☎
257-4582）

▍唄の講習会
日７月10日・24日（水）午後７時～
場豊栄地区公民館（第２研修室）
持ち物　踊りのできる服装、タオル、飲
み物
申当日直接会場
問豊栄民謡連盟（☎387-1380）

▍参加団体募集
日９月５日（木）午後７時～８時45分
※雨天の場合６日（金）に順延
場豊栄駅～下町十字路の路上
申７月31日（水）までに、豊栄地区公民
館備え付けの申込用紙に必要事項を記入
し同館（☎387-2014）

〈令和元年度上半期〉 ８月４日号は２枠、８月18日号～９月15日号は１枠ずつスペースがあります。

□＝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

場日

内

申

人

￥

問

<令和元年度上半期> ９月１日号・15日号は、１枠ずつ スペースがあります。（７月１日時点）

バスでらくらく
観覧席を目指します 長岡花火鑑賞
出 

発
8/2（金）

3（土）
フェニックス席
（特製弁当付）

北区各地（13時頃～）－長岡花火－北区各地（24時頃～）
詳しい旅行条件は、専用パンフレットなどをご覧ください。
フリーウェイツアー  新潟市北区下大谷内378-43
☎025-259-8621  ９時～17時（土は15時まで、日祝休）

旅行主催　新潟県知事登録旅行業第２-280号

（税込）10,900 円

バス
ツアー

☎025-385-6115☎025-385-6115
◆営業時間／AM11：00～PM 9：00◆営業時間／AM11：00～PM 9：00

ベイシアさん駐車場内ベイシアさん駐車場内 1回のご利用で1枚1名様限り有効
コピー不可
ご飲食、お持ち帰り使用可。
豊栄店でのみお使いいただけます。
有効期限：2019年９月末まで

1回のご利用で1枚1名様限り有効
コピー不可
ご飲食、お持ち帰り使用可。
豊栄店でのみお使いいただけます。
有効期限：2019年９月末まで

〒950-3317　
新潟県新潟市北区かぶとやま2-1-62
〒950-3317　
新潟県新潟市北区かぶとやま2-1-62

130円130円
豊栄店

☎025-385-6115☎025-385-6115
◆営業時間／AM11：00～PM 9：00◆営業時間／AM11：00～PM 9：00

ベイシアさん駐車場内ベイシアさん駐車場内 1回のご利用で1枚1名様限り有効
コピー不可
ご飲食、お持ち帰り使用可。
豊栄店でのみお使いいただけます。
有効期限：2018年12月末まで

1回のご利用で1枚1名様限り有効
コピー不可
ご飲食、お持ち帰り使用可。
豊栄店でのみお使いいただけます。
有効期限：2018年12月末まで

〒950-3317　
新潟県新潟市北区かぶとやま2-1-62
〒950-3317　
新潟県新潟市北区かぶとやま2-1-62

お食事券

120円120円
豊栄店

☎025-385-6115☎025-385-6115
◆営業時間／AM11：00～PM 9：00◆営業時間／AM11：00～PM 9：00

ベイシアさん駐車場内ベイシアさん駐車場内 1回のご利用で1枚1名様限り有効
コピー不可
ご飲食、お持ち帰り使用可。
豊栄店でのみお使いいただけます。
有効期限：2018年12月末まで

1回のご利用で1枚1名様限り有効
コピー不可
ご飲食、お持ち帰り使用可。
豊栄店でのみお使いいただけます。
有効期限：2018年12月末まで

〒950-3317　
新潟県新潟市北区かぶとやま2-1-62
〒950-3317　
新潟県新潟市北区かぶとやま2-1-62

お食事券

120円120円
畳替え・畳の困りごとなど、なんでもお気軽にご相談ください。

中　川　畳　店
新潟市北区西名目所2359-1

☎259-4303

新畳・表替え・裏返しをご注文のお客様。他券併用不可。

8:00 ～ 18:30
（日曜祝日休み）

この券をご持参の方、畳工事代金より5%割引!!
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No.63

と

By You

豊栄大民謡ながしに参加してみませんか
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