
2019年（平成31年）4月7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
4/9㈫・16㈫ 午前10時半から

（0～3歳児対象）
4/9㈫・16㈫ 午後3時から
4/13㈯・20㈯ 午後2時から
■荻川地区図書室
4/13㈯・20㈯ 午前10時半から
■小須戸地区図書室
4/20㈯ 午前10時半から

■心配ごと相談
4/8㈪・12㈮・15㈪ ・19㈮

　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）

4/9㈫ 午後1時半～ 3時半
小須戸まちづくりセンター
区民生活課（☎25－5674）

■行政相談（荻川会場）
4/12㈮ 午後1時半～ 3時半
荻川コミュニティセンター
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（祝日を除く）

　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～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

ニュー・スポーツ体験会
5月5日（日）午前9時半～ 11時半
新津健康センター
室内でできるペタンク、ゲームダンス ほか
500円（保険料込）
4月24日（水）までに新津レクリエーション

　協会の井上さん（ 22－8928）

新津写真教室 初心者生徒募集
　楽しく写真を一緒に学びましょう。

毎月第1・第3木曜 午後1時半～ 3時半
新津地域学園
月1,500円 ※撮影会あり
菊地さん（☎24－5882）

目指そうプロ棋士
将棋教室 生徒募集

　日本将棋連盟公認の将棋指導員がマン
ツーマンで指導します。

新津地域交流センター
小学1年生以下の子ども

　※日時は相談のうえ決定
新井さん（☎24－2449）

きもの着付け教室のご案内
応相談（なるべくご都合に合わせます）
保科暢子自宅（矢代田3933）

講師　保科暢子（着物コンサルタント協会認定）
保科さん（☎38－5143）

ゆるゆるヨガとフラダンス メンバー募集
ヨガ　毎週木曜 午後7時半～ 8時半

　フラダンス　毎週水曜 午前10時～ 11時
新津地区勤労青少年ホーム　ほか
タイ式ヨガ「ルーシーダットン」と

　フラダンス（どちらかのみの参加可）
女性

持ち物　ヨガマット、フラダンス用スカート
月3,000円
しきちさん（ 090－4838－5652）

社交ダンス会員募集
　男性プロ講師が基本を重点的に分かり
やすくレッスンします。

第1 ～３土曜（月3回）午後7時～ 9時
小須戸まちづくりセンター
月2,000円
シャルウィダンスこすどの長井さん

　（☎38－2721）

楽しい手話教室
4月20日～6月29日の毎週土曜（全10回）

　午前10時～ 11時半（5月4日は除く）
新津健康センター
手話学習、手話ソング、交流会、

　ミニ運動会 など
小学1年生～大人まで

持ち物　筆記用具
新津手話サークル竹の子の沢田さん

　（☎22－5594）

◇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）

5月  5日号の原稿締め切り…  4月10日（水）
5月19日号の原稿締め切り…  4月24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

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

2019 年4月7日～4月20日分

月～金 7:30 モーニングブリーズ
  7:50 （4/12) 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
　　　   ㊎心理カウンセラー ◆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
          ㊍おしもん堂　㊎とっぱづか金曜日
 20:00  ㊍チャットプレシャスタイム
          ㊎ロールオーバーレディオ
21:00  大西貴文 THE NITE
土曜日  7:00 おはようサタデー
  9:00  （4/13）はつものがたり（再）
　　　 J-POP REFRAIN
10:00  一小情報ボックス
10:30  子育て応援しますチャットランド
 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  スーパーレジェンド
17:00  ガレッジ ◆河口恭吾 ◆アッカ
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  JP TOP20
13:00  Resort　Winds
 15:00  おしもん堂（再）◆ 30 井上昌己
16:00  フォークスクランブル

新津写友会　写真展
　会員による作品展です。

開催中～ 4月12日（金）
　午前9時～午後5時（12日は午後3時まで）

越後天然ガス ギャラリー 
　すまいる館2階（新津4472）

同会の小林さん（☎22－9757）

春の合気道 体験教室
4月13日・20日・27日（土）

　子ども　午後1時～ 2時
　大人　　午後2時～ 4時

新津武道館（直接会場へお越し下さい）
秋葉合気道教室の原田さん

　（ 080－5221－0036）

秋葉健康カラオケ友の会
2019 桜まつりカラオケ発表会
4月13日（土）午後0時半～ 3時
さくらんど温泉 多目的ホール（五泉市）
700円（入館料）
同会の西片さん（ 080－1028－9173）

薬草・薬樹交流園 春の内覧会
4月14日（日）午前9時半～午後3時半
新潟薬科大学附属薬草・薬樹交流園

　（さつき野4－13－33）
園内案内、押し花しおり作り、ハーブ

　苔玉作り※要予約
■ハーブ苔玉作り

①午後1時～②午後2時半～
先着10人（各回5人ずつ）
氏名、連絡先、希望の時間帯を同大学

　（☎28－5420、 25－6101、
　メール koryuen@nupals.ac.jp）

第10回 山びこグループ展
　デッサン研究会「山びこ」の会員の作品
を展示します。

4月16日（火）～ 21日（日）
　午前10時～午後5時（21日は午後4時まで）

新津美術館 市民ギャラリー
五十嵐さん（☎22－9871）

第32回 わんぱく相撲 あきは場所
4月21日（日）午前8時半受付開始
新津相撲道場（新津地域学園内）
秋葉区および近郊に在住の小学生

　男子 ･ 女子
持ち物　保険証、外履きを入れる袋

4月17日（水）までに所定の申込書を各
　学校備え付けの応募箱、または一般社
　団法人 新津青年会議所
　（☎22－0121、 25－2332）

秋葉区文化会館 ホール会場

5月19日日日時
午後3時開演

（開場は午後2時半）
チケット発売中

　県内外から実力派の4バンドが秋葉区に集結し、それぞ
れの個性が光るジャズライブをお届けします。※全席自由
出演　敬和学園大学JAZZ QUEST、Niigata Yossy 
　　　Big Band、本間克範Quintet、大野えり４
チケット料金　一般3,000円、学生2,500円 ※当日はどちらも300円増
チケット取扱　同館、金津・荻川地区コミュニティセンター、小須戸まちづくりセンター
問い合わせ　同館（☎25－3301）

大野えり（ボーカル）

内容　ステージイベント、飲食ブース、
高校・大学ブース、フォトブース
問い合わせ　産業振興課（☎25－5689）

Akiha春まつり
1日だけのテーマパークを楽しもう！！

新津本町中央公園・
新津地域交流センター

会場

4月28日日日時
午前10時～
午後3時

　従来の露店出店による「にいつ
春まつり」をリニューアル！
　ダンスコンテストや移動販売車
による飲食ブース、学校や部活動
を紹介する高校・大学ブースなど、
学生が楽しめるイベントが盛りだ
くさんです。ぜひお出かけ下さい。

Akiha きらきらプロジェクト参加者募集！

　Akiha女子が秋葉区をもっと「きらきら」にすることを目指して、3回のカフェ
ミーティングで情報を共有しながらチームごとに気軽に楽しく活動します。

カフェミーティング　4月19日、8月30日、12月6日（金）午後7時～9時
会場　新潟薬科大学 新津駅東キャンパス1階 APPホール
対象・定員　区内に在住、在勤、在学する女性・25人程度
　　　　　   ※無料保育ルーム（生後6カ月～就学前児対象）あり
申し込み　4月15日（月）までに ①氏名 ②住所 ③電話番号 ④メールアドレス
　　　　　⑤保育ルーム利用の有無 ⑥駐車場利用の有無を電話、ファクス、  
　　　　　メールのいずれかで申し込み先へ
申し込み先　Akihaきらきらプロジェクト事務局 
　　　　　　（地域総務課 地域振興担当、☎25－5670、 22－0228、
　　　　　　メールchiikisomu.a@city.niigata.lg.jp）

広告スペース


