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北区　人口　74,121人（－2）　男　36,221人（－2）　女　37,900人（±0）　世帯数　29,254世帯（＋45） ※令和元年６月末現在　カッコ内は前月比　住民基本台帳から

令和元年（2019年）
毎月第１・３日曜日 発行

Vol.295月７７ 2121日号

バス停 行き１便 行き２便 バス停 帰り１便 帰り２便
南浜連絡所 8:55 11:55 水の駅「ビュー福島潟」13:00 16:00
南浜中学前 8:58 11:58 環境と人間のふれあい館 13:02 16:02
笹山東 9:02 12:02 遊水館 13:04 16:04
引越 9:04 12:04 北区郷土博物館 13:08 16:08
木崎小グラウンド前 9:11 12:11 豊栄地区公民館 13:11 16:11
早通児童センター 9:21 12:21 豊栄駅南口 13:14 16:14
豊栄駅南口 9:31 12:31 早通児童センター 13:24 16:24
豊栄地区公民館 9:34 12:34 木崎小グラウンド前 13:34 16:34
北区郷土博物館 9:37 12:37 引越 13:41 16:41
遊水館 9:41 12:41 笹山東 13:43 16:43
環境と人間のふれあい館 9:43 12:43 南浜中学前 13:47 16:47
水の駅「ビュー福島潟」 9:45 12:45 南浜連絡所 13:50 16:50

豊栄図書館バス停 行き１便 行き２便 バス停 帰り１便 帰り２便
太夫浜 8:45 11:45 水の駅「ビュー福島潟」13:00 16:00
松浜病院 8:47 11:47 環境と人間のふれあい館 13:02 16:02
松浜小学校前 8:52 11:52 遊水館 13:04 16:04
新崎駅北口 9:03 12:03 北区郷土博物館 13:08 16:08
新崎 9:06 12:06 豊栄地区公民館 13:11 16:11
早通児童センター 9:16 12:16 豊栄駅南口 13:14 16:14
豊栄駅南口 9:26 12:26 早通児童センター 13:24 16:24
豊栄地区公民館 9:29 12:29 新崎 13:34 16:34
北区郷土博物館 9:32 12:32 新崎駅北口 13:37 16:37
遊水館 9:36 12:36 松浜小学校前 13:48 16:48
環境と人間のふれあい館 9:38 12:38 松浜病院 13:53 16:53
水の駅「ビュー福島潟」 9:40 12:40 太夫浜 13:55 16:55
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運行　７月24日（水）～８月19日（月）の平日　※土日祝日、８月５日（月）、お盆（８月13日・14日・15日）はお休み　　対象　主に区内の小中学生（大人も利用可）　　運賃　無料
問い合わせ　　バス運行や忘れ物等は（平日５:00 ～ 23:00）…アイ・ケーアライアンス株式会社　　　☎025-279-1212
　　　　　　　その他は（平日８:30 ～ 17:30）…………………北区役所地域総務課企画広報グループ　☎025-387-1155

この夏、本気で
勉強したいキミへ

開 ＝開館時間　休 ＝休館日　問 ＝問い合わせ　所 ＝所在地

公民館・図書館などの公共施設への無料バスを、夏休み期間中に運行します。

開９:00 ～ 21:30　休第１日曜　
問☎025-387-2014　所東栄町1-1-15
　・学習室9:00 ～ 21:00
　　（小学生は18:00、中学生は19:00まで）
　・フリースペース9:00 ～ 21:00
　　（小学生は18:00まで、中学生は19:00まで）
　・座席数：12席

開９:00 ～ 21:30（日祝は17:30まで）
休第４日曜
問☎025-387-1761
所松浜1-7-1
　・夏休み学習室９:00 ～ 17:30
　・フリースペース９:00 ～ 21:00
　　（日祝は17:30まで）

開10:00 ～ 19:00（日祝は17:00まで）　
休金曜、第１水曜　
問☎025-387-1123
所東栄町1-1-35

開９:00 ～ 22:00　休第２・第４月曜
問☎025-388-6900　所東栄町1-1-5
　・�ロビーで勉強できるほか、無料Wi-Fiもあります。
　・座席数：20席程度

楽しい●コマ漫画４

　今年も待ちに待った夏休みが始まります！いっぱい遊んで、
楽しい思い出を作りましょう。
　でも、たくさんある宿題だって忘れずにがんばりたいところ。
　そんなキミにおすすめしたいのが公共施設での自習です。
涼しくて静か、そして何より誘惑がない
から、集中してサクサク勉強ができてし
まうのです！
　北区の公共施設は、がんばるキミを
応援しています！
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