
2019年（平成31年）4月21日 3あきは 区役所だより

秋葉公園　見晴らし広場に

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
4/23㈫・30㈫ 午前10時半から

（0～3歳児対象）
4/23㈫・30㈫ 午後3時から
4/27㈯、5/4㈯ 午後2時から
■荻川地区図書室
4/27㈯ 午前10時半から

■心配ごと相談
4/22㈪・26㈮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（新津会場）

4/23㈫ 午後1時半～ 3時半
新津健康センター
区民生活課（☎25－5674）

■人権相談（新津会場）
4/23㈫ 午後1時半～ 3時半
新津健康センター
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

簡単エクササイズ・ストレッチ教室
会員募集

　リズムに合わせて楽しく体を動かしま
せんか。肩こり・腰痛・転落防止などに
効果的です。

毎週水曜 午後2時～ 3時半
新津健康センター
おおむね60代の女性
月2,000円

持ち物　タオル、飲み物
石川さん（ 090－5525－7118）

親子で遊ぶ「なかよし広場」
土曜（月1 ～ 2回）午前9時半～ 11時
さくら保育園（南町）
平日に家庭で過ごしている3歳くらい

　までの乳幼児・先着20人程度
親子でお遊戯や歌、工作、園行事参加、

　子育て相談など
同園（☎22－0404）

フレンド・テニスクラブ お仲間募集
　老若男女、初心者からベテラン問わず
和気あいあいとテニスを楽しみたい方、
大歓迎です。見学もできます。

毎週水曜 午前11時～午後1時
新津地域学園 体育館
年会費3,000円
同クラブの保科さん（ 080－3178－4247）

◇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19日号の原稿締め切り…  4月24日（水）
6月  2日号の原稿締め切り…  5月  8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

秋葉山パノラマコース散策
5月20日（月）午前9時～午後0時半

集合・解散場所　JR 新津駅東口
※当日直接集合場所へお越し下さい

秋葉公園パノラマコース（約5.6㌔）を散策
100円（保険料）

持ち物　飲み物、帽子、雨具
新潟市運動普及推進協議会秋葉支部の

　田村さん（☎23－3723）

第27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。

5月3日～ 6月21日 毎週金曜 ※全8回
　午後7時～ 9時

新津地域学園 体育館ほか
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

2,500円
4月29日（月・祝）までにイエロークラブ

　の岩倉さん（ 090－2240－1471）

きもの着付教室 会員募集
　自分で着物を着てみませんか。初心者・
経験者大歓迎。見学・体験もできます。

毎月第2･ 第4土曜 午前10時～正午
新津健康センター 和室
月2回 3,200円 ※着物の無料貸与あり
富樫さん（ 080－5194－3343）

おお 知知 らら せせ
＝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

第1回 秋葉区自治協議会

4月26日（金）午後1時半～
秋葉区役所6階　601・602会議室

傍聴人数　先着10人 ※申込不要
地域総務課（☎25－5672）

秋葉区春季市民テニス大会

5月25日（土）午前9時から
　※雨天時は5月26日（日）に延期

新津地域学園 庭球場
種目　
　①男子ダブルスA・B
　②女子ダブルスA・B
　③特別クラス（混合ダブルス&100歳
　　ペア）※重複申し込み可

区内に在住・勤務・通学する人、秋葉区
　テニス協会会員、同庭球場利用者

1組2,000円（高校生以下1,000円）
　※当日持参、重複の申し込みは500円増

5月17日（金）までに同協会事務局
　（ 24－1132、メールca.tu.39-94
　@docomo.ne.jp）

同協会事務局の長谷川さん
　（☎24－1132）
※大会要項は、地域総務課、新津地域学園、
　よこのスポーツ（新津本町2）にあります

緑化を支援する事業について

　公園をはじめ、市公共施設や道路など
で緑を増やす活動を行っている自治会や
団体を支援する制度です。補助の対象は
草花の購入費です。
　補助を希望する団体は、申請書の提出
をお願いします。

自治会または、5人以上の緑化活動団体
建設課 管理係（☎25－5690）

　※2020年3月末まで随時受付しています
　※申込状況によっては年度途中で終了
　　となる場合があります

春期スポーツ教室新津B&G
海洋センター

教室名 開催日時 対象･定員 参加費

運動教室
トレーニングコース

5月10日
～7月19日の金曜

（6月7日を除く）

午後5時15分
～6時15分

小学3～6年生
先着20人 5,000円（全10回）

　持ち物　動きやすい服装、内履き、飲み物（ふたができるもの）
※アップルスポーツカレッジの学生に指導してもらいます

　運動経験値を伸ばして、さまざまなスポーツに対応できる体を作りましょう。
　運動が得意な子のさらなるレベルアップを目指します。

小学3～６年生運動教室トレーニングコース

4月22日（月）午前9時から申し込み開始 （☎23－4800）

身体も心もリフレッシュ！
楽しく健康フィットネス

　簡単なストレッチや筋力トレーニング
などで体をほぐします。

5月10日・17日・24日・31日（金）
　午後7時15分～8時45分（全4回）

小須戸まちづくりセンター
ストレッチ、筋力トレーニング、

　有酸素運動、リラクゼーション
講師　永井みさ子さん
　　　（スポーツセラピクスインストラクター）

20歳以上・先着30人
持ち物　ヨガマットまたはバスタオル、
　　　　内履き、タオル、飲み物

5月7日（火）までに小須戸地区公民館
　（☎25－5715）

案内看板とテーブル寄贈

　4月5日、シルバー人材センター秋葉事業所
の会員約100人により、秋葉公園の清掃が行
われました。
　当日は天気にも恵まれ、これからお花見で
にぎわう公園をより美しい環境にしようと、
公園内の3カ所に分かれて作業を行いました。
　秋葉区の宝である秋葉山はこうした活動に
より大切に守られています。

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

2019 年４月21日～ 5 月4 日分

月～金 7:30 モーニングブリーズ
  7:50 （4/26) 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
          ㊎サテライトボイス
21:00  大西貴文 THE NITE
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
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  SATURDAY
18:00  プートラジオ◆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  小山ジャネット愛子
13:00  Resort　Winds
 15:00  おしもん堂（再）◆ 30 流れ星（再）
16:00  JP TOP20
22:00  サムシング

秋葉公園で清掃ボランティア秋葉の宝を
より美しく

　この度、会社設立30周年を迎えた株式会社 阿賀舗道（代表取締役社長 内山太
郎さん）から寄付金が贈られ、それを活用して設置した案内看板とテーブルのお
披露目式が3月26日秋葉公園の見晴らし
広場で行われました。
　新設された「パノラマコース」の最も景
色の良い場所にあり、秋葉公園から望む
山々の名前がパノラマ写真と共に分かり
やすく紹介されています。
　四季の移り変わりと雄大な眺めをお楽
しみいただけます。 内山太郎さん（左）と熊倉前区長（右）

清掃を行う会員の皆さん

空き家の適正管理に努めましょう

　空き家は個人の財産であり、所有者・
管理者は空き家を適切に管理する責任が
あります。空き家を放置すると、倒壊事
故、放火や不審者による治安悪化、生活
環境の悪化などの問題が発生するおそれ
があります。
　誰もがさまざまな理由で空き家の所有
者になる可能性があります。所有する物
件について家族や関係者と相談し、空き
家の発生や管理不全を防ぎましょう。

地域総務課 安心安全担当
　（☎25－5470）

広告スペース


