
2019年（令和元年）6月2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
6/4㈫・11㈫ 午前10時半から

（0～3歳児対象）
6/4㈫・11㈫ 午後3時から
6/8㈯・15㈯ 午後2時から
■荻川地区図書室
6/8㈯・15㈯ 午前10時半から
■小須戸地区図書室
6/15㈯ 午前10時半から

■心配ごと相談
6/3㈪・7㈮・10㈪・14㈮

　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）
■人権相談（新津会場）

6/11㈫ 午後1時半～ 3時半
新津健康センター
区民生活課（☎25－5674）

■行政相談
6/11㈫ 午後1時半～ 3時半
新津健康センター、小須戸地区ふれ

　あい会館
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

家庭の廃てんぷら油回収
■秋葉区役所、小須戸まちづくりセンター
6/3㈪ 午前8時半～午後5時半
■新津地域交流センター
6/3㈪ 午前9時～午後9時

第21回 新津洋画サークル作品展
　油彩画を中心に60点余を展示します。

6月12日（水）～ 15日（土）
　午前9時半～午後5時（15日は午後3時まで）

新津地域交流センター
桑原さん（☎23－0267）

“人生の最終段階を考える”
講演会 + 座談会

6月15日（土）午後2時～ 4時
新潟薬科大学 新津駅東キャンパス
先着190人
NPO 法人健康寿命リビングウィルの

　轡田さん（ 090－8773－0499）

新津切り絵の会 会員作品展
　会員の作品8点を展示します。

6月17日（月）～ 21日（金）午前9時～
　午後5時（17日は正午から、21日は午後
　3時まで）

新潟薬科大学 新津駅東キャンパス
鎌田さん（☎24－1143）

グリーンテニスクラブで
一緒に楽しみませんか

　老若男女問わず、ゲームやラリーを楽
しみたい方におすすめのクラブです。見
学もできます。
【夏期】毎週水・金曜

　【冬期】毎週月・水・金曜
　各期午前9時～ 11時または正午

新津地域学園、荻川コミュニティ
　センター ほか

年3,000円
鈴木さん（ 090－4374－4525）

◇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）

7月  7日号の原稿締め切り…  6月12日（水）
7月21日号の原稿締め切り…  6月26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

花台と千代紙で作るミニ飾り傘展
　千代紙を使ったミニ飾り傘（卓上、吊り、
壁飾り）と花台を自分でデザインして作っ
ています。ぜひ見にいらしてください。

開催中～ 6月9日（日） 午前10時～午後4時
越後天然ガス株式会社 建物工房

　すまいる2階 （新津4472）

健康太極拳 仲間募集
毎週水曜 午前10時～ 11時半
新津地区市民会館
初心者、中高年
月2,100円

持ち物　バスタオル
■無料体験会

6月5日・12日・19日・26日（水）
　午前10時から

中川さん（ 080－1172－1457）

新津吹奏楽団創立40周年記念
第25回定期演奏会

6月9日（日）午後2時開演
秋葉区文化会館
さくらのうた、ゴッドファーザーⅡ 愛は

　誰の手に（ゲストトランペット 藤井裕子）ほか
無料（ただし、整理券が必要）

整理券配布場所　秋葉区文化会館 ほか
ミュージックショップフジヤ

　（☎24－0201）

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

2019 年 6 月2 日～ 6 月15 日分

月～金 7:30 モーニングブリーズ
  7:50 （6/14) 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  （6/15）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

日程 時間 定員 参加費 会場・申し込み

6月26日、
7月3日・10日（水）

午前10時15分
～11時30分 先着15人 2,490円

（全3回）

6月24日（月）までに
秋葉区総合体育館

（☎25－2400）

ヨガ 夏期集中講座
秋葉区総合体育館

　美しく、正しいポーズでヨガの効果を高めませんか。ひ
とつひとつのポーズに必要な筋肉を整えながら正しいポー
ズを習得していきます。
持ち物　動きやすい服装、ヨガマット（貸出有）、飲み物

教室名 開催日時 対象・定員 参加費 備考

水中健康教室
6月20日～8月29日の木曜
※7月25日～8月15日は除く
午後1時半～2時15分

60歳以上推奨
先着20人

※60歳未満応相談

1回300円
（全7回） 別途プール

入場料必要
プラスワン 6月20日～7月18日の毎週木曜

午後2時半～3時半
15歳以上

※中学生除く
無料

（全5回）

夏期スポーツ教室新津B&G
海洋センター

プラスワン
　新津B&G海洋センターのスタッフが、
泳ぎ方のワンポイントアドバイスを無料で
行います。

持ち物　水着、スイミングキャップ、ゴーグル、タオル、着替え、飲み物、
　　　　コインロッカー代（水中健康教室はゴーグル不要）
※上記の2教室に同時参加する場合のプール入場料はホームページで案内します

　水中でウオーキングや筋トレ、レクリ
エーションを行うことで足腰の負担を抑
えながら運動することができます。

水中健康教室

6月4日（火）午前9時から申し込み開始（	☎23−4800）※未来ポイント対象事業

対象・定員　高校生・各講座先着40人
持ち物　筆記用具
申し込み　新潟薬科大学 教育連携推進センター ホームページ
　　　　　（https://ecpc.nupals.ac.jp）
問い合わせ　同大学（☎25－5000）

同学ホームページ↓
（申込はこちらから）

新潟薬科大学 高大連携講座
高校生対象

R
エ フ エ ム 新 津
ADIO CHATでは、災害などの緊急

時には番組を中断し、緊急災害情
報を放送します。

　  防災情報は76.1MHz

6月8日土 午前10時半～午後0時半日時

秋葉区総合体育館会場

キッズバスケクリニック in 秋葉区

アルビレックス BBアルビレックス BB

　アルビレックスBBの選手による初心者向けのバスケットボール体験会です。
　プロの選手に技術を教えてもらい、バスケットボールの楽しさを体験しませ
んか。
対象・定員　バスケットボール初心者の小学3 ～6年生・先着20人
持ち物　内履き、飲み物、タオル
申し込み　6月6日（木）までに同館（☎25－2400）

講座 日程 時間 会場

薬学入門講座 7月21日（日）、8月6日（火）・
25日（日）、9月8日（日） 午後1時～4時

新潟薬科大学
新津キャンパス
（東島265－1）生命科学講座

7月25日（木）・31日（水）、
8月5日（月）・6日（火）・
22日（木）・23日（金）

※各回時間が異なるので、
　詳しくはホームページを
　確認してください

食・環境
ビジネス講座

7月24日（水）・31日（水）、
8月5日（月）・7日（水）・
21日（水）・23日（金）

午後1時～3時半
新潟薬科大学

新津駅東キャンパス
（新津本町1－2－37）

広告スペース


