
2019年（令和元年）5月5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
5/7㈫・14㈫ 午前10時半から

（0～3歳児対象）
5/7㈫・14㈫ 午後3時から
5/11㈯・18㈯ 午後2時から
■荻川地区図書室
5/11㈯・18㈯ 午前10時半から
■小須戸地区図書室
5/18㈯ 午前10時半から

■心配ごと相談
5/10㈮・13㈪・17㈮

　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）
■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

第33回
新津美術協会写真部主催 作品展
5月29日（水）～ 6月2日（日）

　午前10時～午後5時（2日は午後3時まで）
新津美術館　市民ギャラリー

■出品作品募集
資格　区内に在住・勤務・通学するアマ
　　　チュア写真愛好家（1人2点まで）
出品料　出品数にかかわらず1人1,000円
　　　　（作品搬入時に納入）
サイズ　ワイド六切～ワイド四切
　　　　（額装で飾り紐をつける）
作品搬入　5月28日（火）午後1時～ 2時まで
　　　　　に会場へ（搬入後に公開審査）

5月20日（月）までに、所定の申込票を
　区内カメラ店に提出

同部の佐々木さん（☎24－2939）

仕事力を高め、生産性を上げる
「ポジティブ睡眠法」

　仕事力が高まる睡眠について分かりや
すく解説するセミナーです。

6月4日（火）午後3時50分～ 5時20分
割烹 一楽（新津本町2－7－10）
先着60人
公益社団法人 新津法人会（ 25－7322）
同会の土田さん（☎23－3488）

講演会「認知症に寄り添う
地域づくりを目指して」

　認知症についての理解と認識を深め、
地域全体で寄り添い支援するための講演
会です。ぜひご参加ください。

6月8日（土）午後1時半～ 3時半
新潟薬科大学 新津駅東キャンパス
新津ロータリークラブ事務局の斎藤さん

　（☎22－0121）

「秋葉区ジュニア陸上教室」コーチ募集
　ジュニア陸上の指導や、自身の体力向
上・健康づくりに興味のある人はぜひご
参加ください。

令和2年2月末まで
活動日  毎月奇数週の土曜 午後1時半～3時半
　　　　※4・12月は毎週開催

新津第一小学校（体育館・グラウンド）、
　秋葉区総合体育館、金屋多目的運動
　広場　ほか
　※直接会場に集合してください

秋葉区陸上競技協会の丸山さん
　（☎24－3326）

◇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）

6月  2日号の原稿締め切り…  5月  8日（水）
6月16日号の原稿締め切り…  5月22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5月5日～5月18日分

月～金 7:30 モーニングブリーズ
  7:50 （5/10) 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  （5/11) はつものがたり（再）J-POP 
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
13:00  Resort　Winds
 15:00  おしもん堂（再）◆ 30 流れ星（再）
16:00  J.P TOP20
18:00  チャットプレシャスタイム
22:00  サムシング

第6回 金津ミュージック
フェスティバル

　大学生のバンドや障害者音楽サーク
ル、親子フラダンスなど、多彩なジャン
ルの音楽が楽しめます。

5月12日（日）　正午開演
　（開場は午前11時半から）

金津地区コミュニティセンター 
同実行委員会の五十嵐さん

　（ 090－4963－5529）

あきは版画会 作品展
～井浦由夫 卒寿記念展～

5月16日（木）～ 19日（日）
　午前9時半～午後7時（16日は午後1時から、
　19日は午後3時まで）

新津地域交流センター
同会の羽生さん（☎24－5376）

アフタヌーンジャズライブ
　ジャズ、ボサノバ、昭和歌謡など、ゆ
ったりと落ち着いた時間をお届けします。

5月26日（日）　午後3時～ 4時45分
金津地区コミュニティセンター

出演　村上ボッサクラブ、クスクス
金津ジャズ愛好会の楠原さん

　（☎25－1785）

総会および春季囲碁大会
　段・級位差によるクラス別のトーナメ
ント戦を行います。各クラスの優勝者は
免状の取得もできます。

5月26日（日）午前10時～午後5時
　（受付は午前9時半から）

新津地域学園
支部会員 1,000円、会員外 1,500円、　 

　高校生以下 1,000円
　※免状取得希望者は別途手数料が必要

5月18日（土）までに日本棋院新津支部
　の樋口さん（☎23－6700）

家庭の廃てんぷら油回収
■秋葉区役所
5/6㈪ 午前8時半～午後5時半
■小須戸まちづくりセンター
5/13㈪ 午前8時半～午後5時半
■新津地域交流センター
5/6㈪ 午前9時～午後9時

新津B&G海洋センター

プール営業開始 問い合わせ　☎ 23－4800

◆スイムキャップを必ず着用してください。
◆曜日、時間帯によって、泳げるコースが変更される
　場合があります。事前にお問い合わせください。
◆おむつの取れていないお子さんは保護者監視のうえ、
　水着の下にスイミングパンツを着用してください。
◆小学4年生以下のお子さんは、水着を着用した20歳
　以上の方の付き添いが必要です。
◆サタデーパスポートが利用できます。（夏休み期間を除く）
※夏休み期間のシャトルバスは今年度から廃止になりました

ルールを守って、楽しく泳ごう！プール監視員募集

時給　850円（交通費を含む）
期間　6月1日（土）～9月30日（月）
内容　プール監視、受付、屋外作業
時間　午前7時半～午後9時半のうち
　　　4 ～8時間（要相談）
対象　18歳以上（高校生不可）
応募人数　15人程度
申し込み　同センター ( ☎23－4800）
※研修を行うため、未経験者でも可

開館時間　6月1日（土）～9月30日（月）　午前9時～午後9時
※6月10日（月）、7月8日（月）、8月26日（月）、9月1日（日）・9日（月）は休館日
※水温が22度を下回る場合や雷の危険がある場合は一時閉館とします
料金　一般…200円、65歳以上・小中学生…100円（65歳以上の方は身分証明書提示）
※就学前児、障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳をお持ちの人は免除

真夏のクラシック★コンサート
Piacere!

秋葉区文化会館 ホール会場

日時 7月6日土午後2時開演（開場は午後1時半）
　秋葉区とゆかりの深いソプラノ
歌手 柳本幸子さんが、ピアニスト
の田中幸治さんと共に登場します。
　誰もが知っている美しい日本の

出演　柳本幸子さん（ソプラノ） 、 田中幸治さん（ピアノ）
チケット料金　500円 ※全席自由
チケット販売　同館、小須戸まちづくりセンター、
荻川・金津地区コミュニティセンター
問い合わせ　同館(☎25－3301)

柳本幸子さん 田中幸治さん

秋葉区文化会館 ワンコイン・コンサート

　ホールの受付や案内、座席への誘導などを行う「レセプショニスト」。この講座
では、お客様をお迎えする「おもてなしの心」について学びます。
　講座修了後、ご希望の方は同館のコンサートでの実践体験も行います。

実践
体験

コンサート内容
ワンコインコンサート

「Piacere!真夏のクラシック★コンサート」

日時　7月6日（土） 正午～午後4時（予定）

秋葉区文化会館

日時　6月12日（水）午後7時～8時半
対象・定員　18歳以上（高校生不可）・先着30人
参加費　500円
申し込み　同館の受付窓口または（ 25－3322）
問い合わせ　同館（☎25－3301）

名曲とスペイン・イタリアをテーマにした情熱的な曲をお送りします。

広告スペース


