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花と緑に囲まれた 笑顔咲きそろう にぎわいのあるまち 秋葉区

秋葉区 人口：76,963人（－6） 男：36,920人（－6） 女：40,043人（0） 世帯数：30,027世帯（+18） 令和元年5月末現在（カッコ内は前月比、住民基本台帳による）

光と遊ぶ体感型ミュージアム
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魔法の美術館は、
「見て、触って、参加する」
新感覚の体感型展覧会です。
色とりどりの光や音、映像を用いた作品は、鑑賞者の動きに合わせ様々
なかたちに変化します。国内外で活躍するアーティストらによる新たな
手法を使った表現は、直感的、能動的に参加することができ、世代を超
えて楽しまれています。
日本各地を巡回し、高い人気と評価を誇る魔法の美術館は、2015年に
も新津美術館で開催され、記録的な動員数を打ち立てました。今回2度
目となる本展では、ラインナップを一新し、光にあふれる魔法のような
作品世界をお楽しみいただけます。
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※高校生以上は、参加費のほかに当日観覧券が必要です
※申込多数の場合は抽選とし、締切日から5日以内に当落の結果を郵送で通知します

紙で作る キラキラ★モビール
①7月27日（土）午後2時～ 3時半
②7月28日（日）午前10時半～正午
会場 新津美術館 レクチャールーム
対象 ・ 定員 各回20人
※小学3年生以下は要保護者同伴
申し込み 7月15日（月・祝）
までに新潟市
「かん
たん申込み」
から申し込み
日時

9月1日日まで新津美術館で開催中
藤本直明
《色のある夢》ⓒnaoki FUJIMOTO
（右上、左下）、藤本直明《衝突と散乱》ⓒ naoki FUJIMOTO（左上）
宮本昌典/小岩原直志
《ensemble silhouette》ⓒmasanori MIYAMOTO/tadashi KOIWAHARA（右下）

NAM
NIITSU ART MUSEUM

新 潟 市

新津美術館
秋葉区蒲ヶ沢109－1
☎25－1300

休館日 毎週月曜日（ただし6月24日、7月29日、
8月5日・19日は開館）、7月16日（火）、8月13日（火）
開館時間 午前10時～午後5時（観覧券販売は
午後4時半まで）
観覧料 一般1,000円、大学・高校生500円
※中学生以下、障がい者手帳・療育手帳をお持ち
の方は無料

風水害 に 備えましょう

地域総務課 総務・安心安全グループ（☎25－5470）

異変を感じたらすぐ対応を

平成23年7月の新潟・福島豪雨（小須戸橋）

光のミックスジュース
紙コップとLED電球で光の3原色を学んだあと、
オリジナルのランタンを作ります。
日時 8月24日（土）午後2時～ 4時
会場 新津美術館 レクチャールーム
対象 ・ 定員 小学3年生以上・20人
申し込み
参加費 300円
はこちら
申し込み 8月5日（月）までに新潟市
「かんたん
から→
申込み」
から申し込み

災害に備えた事前の心構え

市では、災害時の避難に支援が必要な方の情報を掲載した名簿を作
成し、地域での助け合いに役立てる「避難行動要支援制度」を実施してい
ます。名簿への登録は随時受け付けていますので、ぜひご活用ください。

初夏から秋にかけて、風水害が発生しやすくな
ります。
「まだ大丈夫」と思っても、河川の増水
や土砂災害などは急激に状況が変わることがあ
ります。異変を感じたらすぐ対応できるよう、
日頃から心がけましょう。

◆ 登録の対象になる方
・高齢者（75歳以上のみの世帯の方） ・療育手帳A
・要介護認定3以上
・その他、自ら避難することが困
・身体障害者手帳1・2級
難で避難の支援を希望する方

避難情報の収集を

災害の発生時、地域住民による組織的な防災活動が大きな力を発
揮します。自主防災組織
（自治会など）
が実施する避難
訓練に積極的に参加しましょう。
お住まいの地域で活動する自主防災組織は市のホーム
ページで確認できます。

新潟市では、洪水など災害の危険性が高まる
とさまざまな方法で避難情報を発信します。防
災メールやテレビ・ラジオ放送、ホームページ、
巡回する広報車などで情報を収集してください。

地域の避難訓練に参加しよう

災害発生時の 避難の心構え

避難に関する情報は、状況に応じて出されます。災害から命を守るために避難情報に注
意しましょう。また、6月24日から避難情報発令時に「警戒レベル」を付け加えます。
警戒
状況・取るべき行動
種類
レベル
河川水位の上昇や気象情報などから、避難が必要になると
予想される場合に発令します。いつでも避難ができるよう準
避難準備・
3
備をしてください。高齢の方や障がいをお持ちの方などは早め
高齢者等避難開始
に避難してください。
今後の降雨量などから、洪水や浸水、土砂災害などが発生
する可能性が高まったときに発令します。避難場所へ移動し
てください。

避難指示
(緊急)
災害発生情報
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防災課
（☎025－226－1143）

地域での助け合い活動を

新潟市からの避難情報

避難勧告

申し込み
はこちら
から→

危険が皆さんの目前に迫っているときに発令します。直ち
に避難場所へ移動してください。 移動が危険と判断した場合は、
近くの建物の上層階へ避難するなど身の安全を確保してくだ
さい。
すでに災害が発生しています。 命を守るために最善の行動をし
てください。
※警戒レベルについては「市報にいがた」の3ページを参照

災害時に備えて
家族で話し合おう！

雨の降り方がいつもと
違うと感じたら、最新
の 気 象 情 報 に 注 意 し、
自主的に避難準備を始
めましょう。

リュックサックや運動
靴など、動きやすい服
装をし、集団で避難し
ましょう。1 人での避
難は非常に危険です。

自力で避難をするのが
困難な高齢者や身体の
不自由な方、子どもな
どの避難に可能な範囲
で協力しましょう。

車での避難は渋滞を招
き、緊急車両の妨げに
なる場合があります。
できるだけ徒歩で避難
しましょう。

阿賀野川のサイレンにご注意
東北電力株式会社 阿賀野川ダム管理所
（☎0241－47－2006）
阿賀野川上流の揚川ダムでは、降雨により放流された
水が一定量を超えた場合、サイレンで危険を知らせます。
河原にいる人は安全な場所に移動するようお願いします。
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（令和元年）6月16日

7月の離乳食講習会 ※要申し込み

健康・福祉
ガイド
妊娠・出産・子育て
健康福祉課健康増進係
（☎25－5685）
※区内から新潟市役所コールセンターへ電
話する際は、必ず市外局番「025」からおか
けください

7月の子どもの健診、歯科健診など

育児相談 ※申し込み不要
日時 6月28日
（金）①午前9時半～11時
②午後1時半～3時
会場 新津健康センター
持ち物 母子健康手帳

日時 7月11日
（木）
受付時間 午後1時～1時45分
会場 新津健康センター
対象 母子健康手帳の交付を受けた妊婦
内容 歯科健診、お口の個人相談
持ち物 母子健康手帳

ぱくぱく幼児食 ※要申し込み
日時 7月10日
（水）
午前10時～11時半
（受付は午前9時40分から）
会場 新津健康センター
対象 1歳6か月前後の子どもの保育者
定員 先着15人 ※保育定員15人
持ち物 母子健康手帳
申し込み 6月19日
（水）
～7月3日
（水）

育ちの森

健康福祉課健康増進係（☎25－5686）

成人の健康相談 ※要申し込み
日時 7月5日
（金）①午前9時～ ②9時
45分～ ③10時半～ ④11時15分～
会場 新津健康センター

笑顔健康クッキング ※要申し込み
開催日

会場

申し込み期間

7/17 新津地区
（水） 勤労青少年ホーム

6/19
（水）
～
7/10
（水）

時間 午前9時半～午後0時半
（受付は午前9時15分から）
内容 講話と調理実習
テーマ 糖尿病予防のための
ヘルシークッキング
定員 先着20人
参加費 400円
持ち物 エプロン、三角きん、ふきん、
台ふきん
※にいがた未来ポイント対象事業

各種検診案内

妊婦歯科健診

にいつ子育て支援センター

健康づくり

健康福祉課健康増進係（☎25－5686）

7月の胃がん・肺がん（結核）
検診日程 ※申し込み不要
受付時間 午前9時～11時
日程

会場

覚路津構造改善センター
7/16（火）
（肺のみ） 市ノ瀬集落センター※午後のみ
（受付時間 午後1時半～2時半）
7/20（土）新津健康センター
7/25（木）新津健康センター

（男性専用日）

7/31（水）
新関コミュニティセンター
（肺のみ）

開館日 毎週月曜～金曜、土曜（午前のみ）
開館時間 9：00 ～ 12：00、13：00 ～ 16：00
※月曜午前・水曜午前・木曜午後…ベビー（1歳7カ月末まで）
対象
※火曜午後のみ3歳11カ月までの入園しているお子さんの利用可

☎21 － 4152

セミナー受付時間9:00～17:00
ホームページ http://www.sodatinomori.server-shared.com/

「育ちの森へようこそベビー」
日時 6/17（月）10：20 ～
対象 初めて育ちの森を利用する1歳7カ
月末までの子と保護者
「ママと一緒にフラダンス」
日時 6/20（木）10：20 ～
赤ちゃんのへや
日時 6/20（木）14：00 ～
対象 ハイハイする前の赤ちゃんと保護者

七夕お楽しみタイム
日時 【フリー】7/2（火）・4（木）
【ベビー】7/3（水）各日午前
タッチケアセミナー※7/5（金）受付開始
日時 8/5（月）10：00 ～ 11：50
対象・定員 ハイハイする前の赤ちゃんと
保護者・10組
参加費 200円

アキハで子育てサポート事業（参加無料）
「パパと一緒にタッチケア」
日時 6/22（土）10：00 ～ 11：00
対象 ハイハイする前の赤ちゃんと父親
講師 樋口栄子さん
（日本タッチケア協
会認定講師）

問い合わせ：育ちの森

ベビーサロン
「栄養士さんに聞いてみよう 離乳食のこと」
日時 7/1（月）10：00 ～ 11：50
講師 酒井麻依子さん（秋葉区管理栄養
士）

お知 らせ
文芸あきは第13号 作品募集

早出川ダム見学会

募集期間 6月18日（火）～7月31日
（水）
募集部門 ※1人各部門1作品、2部門まで
一般の部 随筆、小説（戯曲、童話含む）
、
詩、漢詩、短歌、俳句、川柳
青春の部（中学生・高校生のみ対象）
随筆、小説（戯曲、童話含む）
、
詩、漢詩、短歌、俳句、川柳
区内に在住・勤務・在学の人、区内
出身者、区内の活動団体に所属する人
投稿料 1人1,500円（中学生・高校生は
無料、投稿者には
「文芸あきは第
13号」
を進呈）
作品に所定の応募票と投稿料を添え、
7月31日
（水）
必着で新津文芸協会事務局
（新津地区公民館内 ☎22－9666）

新津地区勤労青少年ホーム
運営審議会 傍聴のお知らせ
6月20日（木）午前10時～11時
新津地区勤労青少年ホーム 集会室
同施設の利用状況について
先着5人 ※申込不要
地域総務課（☎25－5670）

秋葉区芸能祭
区内で活動する舞踊、民謡、古典芸能
などの団体が日頃の成果を披露します。
6月23日（日）午前10時から
秋葉区文化会館
新津地区公民館（☎22－9666）

ものわすれカフェ
もの忘れが気になる方、心配な方、ご
本人やご家族どなたでも、ゆっくりお話
をしてリフレッシュしませんか。
6月26日（水）午前10時半～正午
新津図書館2階 研修室1・2
秋葉区社会福祉協議会（☎24－8376）

第3回 秋葉区自治協議会
6月28日（金）午後2時45分から
秋葉区役所6階 601・602会議室
傍聴人数 先着10人 ※申し込み不要
地域総務課（☎25－5672）

敬老祝会経費の一部助成
75歳以上の方を地域でお祝いする際に、
経費の一部を助成します。
助成団体 自治会・町内会、
コミュニティ協議会
助成対象 9月1日（日）～10月31日
（木）
の間に行われる敬老祝会
助成額(1団体）
自治会・町内会…最大3万円
コミュニティ協議会…最大20万円
※助成要件はお問い合わせください
7月1日（月）～31日（水）に健康福祉課
高齢介護担当(☎25－5679）

はじめての押し花教室
7月2日・9日（火）午前9時半～正午
小須戸まちづくりセンター 調理室
成人・先着20人
全2回 2,000円（材料費・お茶代）
持ち物 草や花（厚みの少ないもの）
6月17日
（月）
～28日
（金）
に小須戸地区
公民館（☎25－5715）

荻川地区図書室 たなばたのつどい
7月6日（土）午前10時半～11時半
荻川コミュニティセンター1階 和室
大型絵本、パネルシアター、紙芝居 ほか
新津図書館（☎22－0097）

広告スペース

＝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

参加者募集

7月27日
（土）
午後1時半～3時
早出川ダム
（五泉市小面谷）
※新津、五泉から会場までの送迎バス有
※雨天中止の場合有
先着40人
※小学3年生以下は要保護者同伴
7月1日
（月）
～19日
（金）
に、参加者氏名・
年齢・住所・電話番号を新潟地域振興局
新津地域整備部 ダム管理課
（早出川ダム）
（☎55－6304、 55－6200）

Akihaきらきらプロジェクト
異文化交流チーム にいがた妄想会議２
こんなことをやってみたい！これから
活動したい！仲間と出会いたい！など、
集まった人と妄想を語り合う会です。
7月28日
（日）
午後6時半～8時半
秋葉区文化会館 練習室1
先着48人
500円
（茶菓子代）
7月19日
（金）
までに同プロジェクト
異文化交流チームの小柴さん
（ 090 ー4831－0549、
メール heartcaffe@gmail.com）

3歳～12歳対象 ダンススクール
無料体験会
7月28日
（日）
①キッズクラス（3歳～7歳 対象）
午前10時～10時45分
②ジュニアクラス（8歳～12歳 対象）
午前11時～11時45分
秋葉区総合体育館 多目的ルーム
各クラス先着18人
持ち物 タオル、内履き、飲み物
同館
（☎25－2400）
※2019年度 第2期スクールの詳細・
申込は同館に問い合わせてください

3歳～12歳対象 バレエスクール
無料体験会
7月28日
（日）
①キッズクラス（3歳～7歳 対象）
正午～午後0時45分
②ジュニアクラス（8歳～12歳 対象）
午後1時～1時45分
秋葉区総合体育館 多目的ルーム
各クラス先着18人
持ち物 タオル、内履き、厚い靴下、飲み物
同館
（☎25－2400）
※2019年度 第2期スクールの詳細・
申込は同館に問い合わせてください

秋葉区町内対抗野球大会
8月4日
（日）
・10日
（土）
・11日
（日・祝）
新津金屋運動広場、小須戸運動広場、
新津東部運動広場の各野球場
同一自治会・町内会に居住または関わ
りのある人で編成され、自治会・町内会
長の承認を得たチーム
1チーム7,000円
（代表者会議に持参）
代表者会議・抽選会
7月17日
（水）
午後7時から新津地区
市民会館2階 第1会議室で開催
7月5日（金）午後5時半までに所定の申
込書を下記のいずれかに持参または郵送
①金屋運動広場
（〒956－0823 金屋260－1）
②新津地域学園
（〒956－0816 新津東町2－5－6）
③小須戸地区ふれあい会館
（〒956－0113 矢代田35）
※
「町内対抗野球大会参加申込書 在中」
と記載してください

電 話 番 号（ ☎ ）は 市 外 局 番 ０ ２ ５ ０ を 省 略 し て い ま す 。

健診案内は、対象者に個別に郵送して
います。日時、会場、持ち物などは案内
でご確認ください。案内が届かない場合
や日程を確認したい場合は、お問い合わ
せください。
【股（こ）
関節検診】
対象 平成31年3月16日～4月生まれ
【1歳誕生歯科健診】
対象 平成30年7月生まれ
※図書館が別室で
「ブックスタート」
を実
施します
（絵本をプレゼント）
【1歳6か月児健康診査】
対象 平成29年12月生まれ
【3歳児健康診査】
対象 平成28年1月生まれ

【はじめての離乳食】
日時 7月24日（水）午後1時半～3時
（受付は午後1時15分から）
対象 生後5か月ごろの赤ちゃんの保育者
会場 新津健康センター 3階
定員 先着25人
持ち物 母子健康手帳、バスタオル
申し込み 6月19日（水）から市役所
コールセンター（☎025－243－4894）

＝日時

あきは 区役所だより
秋葉消防署からの お知らせ

熱中症 を防ごう ！

問い合わせ 秋葉消防署 地域防災課
地域防災係 救急担当（☎22－0175）

熱中症の季節到来

熱中症を防ぐための注意事項

熱中症は、暑い日の屋外での作業
やスポーツだけでなく、高温多湿な
屋内や夜間でも発生することがあり
ます。油断しないように気をつけま
しょう。

①のどが渇かなくても、 こまめな水分 ・
塩分補給を心がける。
②外出時は涼しい服装で、 日よけ対策
をし、 飲み物を持参する。
③室内が高温多湿にならないように風
通しをよくする。
④日頃から栄養バラン
スの良い食事をとり、
体力づくりをする。

無理な節電で健康を害さない
気温や湿度の高い日には、無理に我
慢せず、適度にエアコンなどの冷房機
器を使用し暑さを避けてください。

秋葉区
区バス

3

夏期 リラックスヨガ体験会

6月28日（金）午前9時から申し込み開始（☎23－4800）♣にいがた未来ポイント対象事業
簡単なヨガのポーズに合わせて呼吸し、全身のストレッチをします。ダイエット
やメンタル調整に効果があります。
教室名

開催日時

対象 ・ 定員

参加費（全2回）

夏期リラックス
ヨガ体験会

7月10日・ 午前10時半
17日（水） ～11時半

15歳以上（中学生除く）
先着40人

1回 500円

持ち物 動きやすい服装、ヨガマット
（無料貸出し有）
、飲み物
（ふたができるもの）
秋葉区自治協議会が課題解決をサポート！

きらめきサポート
プロジェクト説明会

「きらめく秋葉区」の実現に向け、
地域課題の解決につながる事業を募
集し、秋葉区自治協議会が協働で取
り組みます。プロジェクトへの応募
は、説明会への参加が必須です。

日時 7月3日（水）午後7時～
会場 新津地域交流センター 201研修室
対象 区内に主な活動拠点がある非営利の
問い合わせ 地域総務課
（☎25－5672） グループ・団体
（法人を含む） ほか
申し込み 7月2日
（火）
までに地域総務課 企画担当
車両通行止
花の湯館坂下
（ 22-0228、電子メールchiikisomu.a@city.
花の湯館前
niigata.lg.jp）
問い合わせ 同担当
（☎25ｰ5672）
花の湯館

迂回運行・運行ダイヤ変更のお知らせ

7月1日🈷 ～ 10月31日木

迂回路

天ヶ沢1号線道路改良工事期間中、2便
から5便の天ヶ沢～花の湯館前停留所間
を迂回運行します。迂回に伴い、下記の
とおり運行ダイヤを変更します。

至 天ヶ沢

期間

新津B&G
海洋センター

2019年
（令和元年）6月16日

鎌倉地域
研修センター

※募集要項・申請書類は、地域総務課窓口
（秋葉区役所3階）
または秋葉区ホームページから入手できます

鎌倉

至 横川浜

■運行ダイヤ （一部停留所のみ掲載）
バス停

1便

3便

5便

7便

バス停

2便

4便

6便

新津駅西口 発

7:50

11:05

15:00

18:20

新津駅東口 発

9:25

13:20

16:40

新津医療
センター病院前

8:09

11:24

15:19

18:39

秋葉区役所・
総合体育館前

9:39

13:34

16:54

小須戸出張所前

8:24

11:39

15:34

18:54

美術館・植物園前

9:49

13:44

17:04

花の湯館前

8:34

11:49

15:44

19:04

花の湯館前

10:05

14:00

17:16

美術館・植物園前

8:46

12:05 16:00

19:16

小須戸出張所前

10:15

14:10

17:26

10:30

14:25

17:41

10:49

14:44

18:00

秋葉区役所・
総合体育館前

8:56

12:15

16:10

19:26

新津医療
センター病院前

新津駅東口 着

9:10

12:29

16:24

19:40

新津駅西口 着

※変更後の時刻表は秋葉区役所・小須戸出張所・区バス車内に設置するほか、区のホーム
ページに掲載します
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

「朗読あきは」 第4回 朗読の会

皆さんの心に響くお話を両手いっぱい
お届けします。
6月22日
（土）午後1時開演
秋葉区文化会館 練習室1
先着80人
荒井さん（☎24－7304）

第28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。
7月5日～ 8月23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
6月26日
（水）
までにイエロークラブの
岩倉さん（ 090－2240－1471）

改観寺 本堂じょんのびコンサート

お寺の本堂でくつろぎながら、気軽に
音楽を楽しみませんか。
7月7日（日）昼の部 午後2時開演
夜の部 午後6時開演
めざせ !! まる太極の舞（健康運動）
（開場は開演の30分前から）
1日無料体験
改観寺 本堂（川口145）
将来寝たきりにならない体づくりを行 出演 廣川抄子さん（バイオリン）
野口雅史さん
（バリトン）
います。自然な動作で骨と関節を動かし
荒井和真さん
（ギター）
てマッサージ！ 100歳まで「長生き活き」
品田真彦さん（ピアノ） ほか
を目指しましょう！
カンパ制 ※自由席
6月22日、7月6日・13日（土）
各回 午前10時10分～ 11時20分
改観寺（☎22－4095）
金津地区コミュニティセンター 大ホール
波多野さん
（ 090－7727－5126）
秋葉太鼓 会員募集
迫力を体感し、聴く人に感動を与える
たなばたコンサート
和太鼓を一緒にやってみませんか。初心
者や楽譜が苦手な方も大歓迎です。
7月5日
（金）午後7時～
毎週土曜 午後7時半～
秋葉区文化会館 練習室1
新津地区勤労青少年ホーム2階 音楽室
先着100人
和太鼓の練習
出演 カズミン・ドットコム
中学生～おおむね40歳の男女
※古タオル・古切手の寄付をお願いします
月1,000円
公益社団法人新津法人会
（☎23－3488、
同事務局の横木さん（☎47－4788）
25－7322）
◇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）

昨年度採択事業
『
「新津の魅力かるた」
で
脳トレ＆ふるさと教育』
の様子

7月21日号の原稿締め切り… 6月26日（水）
8月 4日号の原稿締め切り… 7月10日（水）

男の料理教室
Part5

新潟調理師専門学校副校長の吉田奈
美さんを講師に迎え、アジを使った料
理に挑戦します。

日時

7月19日・26日金

午前10時～午後1時半（全2回）

会場

小須戸まちづくりセンター

メニュー
■7月19日（金）
・アジの蒲焼き
・きゅうりとみょうがの和え物
・アジのすりながし汁

対象・定員 成人男性・先着12人
参加費 2,000円（2回分）
■7月26日（金）
持ち物 エプロン、三角きん
・アジのなめろう
申し込み 6月17日
（月）
～7月12日
（金） ・冷しゃぶの梅ドレ和え
・夏野菜の具沢山汁
に小須戸地区公民館（☎25－5715）

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
6/18㈫・25㈫、7/2㈫ 午前10時半から
（0～3歳児対象）
6/18㈫・25㈫、7/2㈫ 午後3時から
6/22㈯、7/6㈯ 午後2時から
■荻川地区図書室
6/22㈯・29㈯ 午前10時半から
■金津地区図書室
7/6㈯ 午後1時半から

各種無料相談
＝日時

＝会場

＝問い合わせ

防災情報は 76.1MHz
RADIO 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。

広告スペース

2019 年 6 月16 日～ 7 月 6 日分
月～金 7:30 モーニングブリーズ
7:50（6/28) 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

■心配ごと相談
6/17㈪・21㈮・24㈪・28㈮、
7/1㈪・5㈮ 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）

エフエム新津

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

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
（6 月下旬から議会中継予定）
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◆ 30 子育て応援
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
8:55（6/16）緊急告知ラジオ
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

16:00 J.P TOP20
18:00 チャットプレシャスタイム

