
2019年（令和元年）7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
7/9㈫・16㈫ 午前10時半から

（0～3歳児対象）
7/9㈫・16㈫  午後3時から
7/13㈯・20㈯ 午後2時から
■荻川地区図書室
7/13㈯・20㈯  午前10時半から
■小須戸地区図書室
7/20㈯  午前10時半から
　　　　「こわいおはなし会」

■心配ごと相談
7/8㈪・12㈮・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）

7月9日（火）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）

■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
各種無料相談囲碁体験学習会

　小学生のみなさん、この夏に囲碁を体
験してみませんか。

7月27日（土）午前10時～正午
棋苑天元（新津本町4 ベルシティ新津2階）
9路盤による囲碁体験
小学生・先着20人

講師　金子賢さん（県アマ囲碁名人）ほか
7月20日（土）までに棋苑天元の樋口さん

　（☎23－6700）　※金曜は定休日

小学生　病院探検隊
　白衣や看護師の服を着て、病院内で
色々な体験をします。

8月6日（火） 午後1時～ 4時半
　（受付は午後0時45分～）
集合場所　下越病院2階　講堂
持ち物　内履き、くつ下、筆記用具　ほか

小学4 ～6年生・20人
　※申込多数の場合抽選

500円（資料代等）
7月19日（金）までに下越病院 健康友の会

　（☎22－6851）

◇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）

8月  4日号の原稿締め切り…  7月10日（水）
8月18日号の原稿締め切り…  7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

第42回　生き様発表会
　生きづらさを抱えている人たちへ送る
メッセージ＆ライブパフォーマンスです。

7月14日（日） 午後2時開演
　（午後1時半開場）

新津健康センター　はつらつホール
800円
吉井さん（ 090－1371－3113）

新津・荻川切り絵の会　作品展
　切り絵の暑中見舞いはがきを展示します。

7月16日（火）～ 29日（月）
　午前10時～午後4時（16日は正午から、
　29日は午後3時まで）※土日祝日は休み

まちの駅「ぽっぽ」（新津本町2）
同会の鎌田さん（☎24－1143）

サムタイムコンサート
　ソプラノデュエットによるコンサートです。

7月20日（土）午後2時半～ 3時半
新潟ピアノ工房内（車場4－11－75）
先着30人
700円
同工房の石川さん（☎22－9393）

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

2019 年7月7日～7月20日分

月～金 7:30 モーニングブリーズ
  7:50 （7/12) 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
          ㊍とりあえず　㊎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  （7/13）はつものがたり（再）   

 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 
  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  とりあえず（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（再）
22:00  サムシング

教室名 開催日時 対象・定員 参加費

小学生水泳教室
水慣れコース

7月23日（火）
～26日（金） 午後5時～6時

小学1･2年生
先着15人程度

※就学前児は要相談

2,500円
（全4回）

小学生水泳教室
（A・Bコース）

7月29日（月）
～8月8日（木）

（8月3日・4日は除く）

A：午後5時～6時
B：午後6時15分
　  ～7時15分

小学3 ～6年生
先着20人

5.000円
（全9回）

水泳教室新津B&G
海洋センター

小学生水泳教室
水慣れコース

　水に慣れることを目標とし、遊び
を交えながら水の怖さを克服するプ
ログラムです。

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、
　　　　プール入場料、コインロッカー代（使用後返却）

　水泳が苦手なお子さんに向け、ク
ロールの習得を目標にした水泳の楽
しさを知ってもらうプログラムです。

小学生水泳教室

7月9日（火）午前9時から
申し込み開始（☎23−4800）

秋葉区文化会館 ホール会場

日時 8月2日金・3日土
各日①午前11時～②午後2時～

（各回15分前集合・90分程度）

　普段は入れない劇場の裏側を見たり、触れたり
しながらスタッフの解説付きで探検します。

対象 ・定員　小学生以上・各回先着20人
　　　　　　（小学3年生以下は要保護者同伴）
持ち物　動きやすい服、スニーカー（サンダルなどは不可）
申し込み　同館（☎25－3301）

秋葉区文化会館

秋葉区文化会館 友の会

会員募集
有効期限　入会日から翌年3月末まで
対象　高校生以上の個人
年会費　2,000円（税込）
問い合わせ　同館（☎25－3301）

　「秋葉区文化会館友の会」の会員を
募集しています。会員にはお得な特典
もあります。ぜひご入会ください。

　特典①　チケットの先行販売

　特典②　チケットの 10％割引　

　特典③　公演情報の送付

　※詳細はお問い合わせください

夏目区長とさつきちゃんにお花を
贈呈する園児たち

　6月6日、新津カトリック幼稚園の
園児たちが「花の日」訪問で区役所を
訪れました。この訪問は、色々な花
が咲き出すこの時期に、日ごろお世
話になっている方々に感謝の気持ち
をこめて花を贈っているものです。
お花は、夏目区長と秋葉区のキャラ
クター・さつきちゃんが代表して受
け取りました。
　いただいたお花は区役所に飾られ、
来庁された方々を楽しませました。

区役所にお花を　園児「花の日」訪問に
秋葉区認知症講演会

認知症を学び、地域でともに暮らすために

◆講演　「認知症とともに生きるということ」
　　講師　丹野智文さん（おれんじドア代表）

◆リレートーク　「認知症とともに暮らすためには」
　登壇者　川上明男さん（下越病院 認知症サポート医）
　　　　　石本祐子さん（Cafe あきっ葉）
　　　　　中澤将さん（区内在住・認知症当事者）

問い合わせ 健康福祉課 高齢介護担当（☎25－5679）

秋葉区文化会館 大ホール会場

日時 8月10日土 午後1時半～3時半
（開場は午後1時から）

　認知症の方とともに地域で暮らすためにはどうしたらよいのか、認知症の方
から直接お話を伺い、一緒に考えていきましょう。
定員　450人
申し込み　7月9日（火）～31日（水）に市役所コールセンター
　　　　　（☎025－243－4894）

参加無料！
手話通訳・要約筆記有り

広告スペース


