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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）

大好きにいがた体験事業

地域で学ぶ
　　　秋葉区の小中学生

　「大好きにいがた体験事業」は、新潟の素晴らしさを知った
り、地域への貢献活動を通して子どもたちの豊かな心や健や
かな体、郷土愛を育むことを目指しています。
　そこで、子どもたちが大人になった時に「新潟市に住みた
い」「新潟市の魅力を発信したい」という思いを持つことが
できるような体験活動を行っています。
　今号では、区内の4校の取り組みを紹介します。

地域で学ぶ「小合の魅力」

　小合小学校では、小合地区の良さを生かした教育活動を実施しています。花
き栽培が盛んな「花の小合」ならではの「ガーデンコンテスト」で花の栽培をした
り、地域が誇る偉人「吉田千秋」について、実際に生家を訪れて学習をするなど、
小合地区の「ひと・もの・こと」を様々な体験を通して学んでいます。
　地域の方々から直接教えてもらうことで、小合を愛する心が育まれています。

小合小学校

地域とつながる 「バルーンアート」

　結小学校では、学習発表会で地域ボランティアによるバルーンアートのブー
スが開設され、たくさんの子どもたちが参加しました。地域ボランティアの方々
は、事前に新津地区公民館と連携したバルーンアートの講習に参加しており、
プロから学んだ技を子どもたちに教えてくれました。
　子どもたちも、地域の方々も、学校を笑顔でいっぱいにしたいという思いを
持って日々活動をしています。

結小学校

入試に備えて「地域の方々による面接指導」

　新津第二中学校では、高校入試が近づく1月初旬に地域の方に面接官の役をお
願いし、本番さながらの模擬面接を実施しています。市議会議員、福祉関係職員、
公務員、高校教師など、様々な分野で活躍している方々に、挨拶の仕方や応答
内容などについて指導をしていもらいます。
　地域の皆さんからの温かい指導で、自信を持って面接に挑むことができる生
徒が育っています。

新津第二中学校

郷土にふれあう　「五中チャレンジウオーク」

　新津第五中学校では、全校生徒で地域を巡る「五中チャレンジウオーク」を実
施しています。グラウンドをスタートし、旧満日小学校、新津第二小学校と進
む沿道には、たくさんの地域の方々が応援に駆けつけ、新関小学校には応援旗
を掲げてくれました。
　生徒たちの爽やかな姿が地域のエネルギーになると同時に、生徒たち自身も
ウオーキングを通して地域への愛着を一層深めることができました。

新津第五中学校

会場 新津鉄道資料館

日時 7月13日土 ・14日日 
午前9時半～午後3時

主な催し（一部有料）

実物車両運転席・客室公開！
実物車両の車内を公開（E4系の運転席は撮影不可）

実物車両スタンプラリー
スタンプラリー達成者（毎日先着500人）に日替わり缶
バッチをプレゼント

ミニSL ・ミニ列車の乗車体験 にいつ鉄道商店街の飲食・物販ブース

Nゲージ鉄道模型走行会 イベント名物しごなな焼き（14日のみ）

こども駅長制服で記念撮影 鉄道忘れ物販売コーナー

ポストカード作成
その場で撮影した写真を、ポストカードに

秋葉警察署車両 特別展示（両日13:00 ～15:00）
パトカー、白バイ（13日午後のみ）などに乗車できます

2019サンクスフェア2019
E4系新幹線の運転席を体験

できるのは新津鉄道資料館だけ！
開館時間　午前9時半～午後5時（最終入館は午後4時半）
観覧料　一般300円、高・大学生200円、小・中学生100円（イベント当日は無料）
問い合わせ　同館（☎24－5700）

無料巡回バス（イベント当日限定・15 ～30分間隔で運行）
◆新津駅東口発　午前9時15分～午後4時15分　◆新津鉄道資料館発　午前9時25分～午後5時10分

「鉄道の街にいつ」
イメージキャラクター 
きてきち

ミニSL D51

たくさんの
実物車両展示
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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

しかけミニえほんをつくろう

　しかけのある絵本台紙に、好きな絵や
文を入れ、シール・写真・スタンプなどで飾
りをつけてオリジナルの絵本を作ります。

7月27日（土）午前9時半～11時半
新津図書館2階 研修室
3歳～中学生・先着15人

　※就学前児は保護者同伴
持ち物　色鉛筆などの筆記用具、はさみ、
　　　　本に貼るもの（写真・シールなど）

7月13日（土）午前10時から同館
　（☎22－0097）

秋葉区地域福祉計画・地域福祉活動
計画推進委員会開催のお知らせ

7月10日（水）午後1時半～午後3時
秋葉区役所4階 401会議室

傍聴人数　先着10人 ※申し込み不要
健康福祉課 地域福祉担当

　（☎25－5665）

新津図書館シアター

7月17日（水）午後1時半～3時半
新津図書館2階 研修室
高校生以上・先着50人

上映作品　スープ・オペラ（119分）
同館（☎22－0097）

食事バランス診断
体験コーナーを実施します

　実物大料理サンプルを使って、簡単に
食事の栄養バランスを評価できる体験コ
ーナーを実施します。

7月19日（金)午前10時半～正午
リオン・ドール新津店

　（さつき野4-20-8）
食と花の推進課（☎025－226－1792）

妊娠・出産・子育て
健康福祉課健康増進係（☎25－5685）

健康づくり
健康福祉課健康増進係（☎25－5686）

安産教室　※要申し込み

時間　1回目　午後1時半～3時45分
　　　2回目　午後6時半～8時45分
　　　（受付は開始15分前から）
会場　新津健康センター1階 母子保健室
定員　18組

対象 1回目 2回目
10月～11月出産
予定の人 終了 7/25（木）

12月～1月出産
予定の人 8/22（木） 9/26（木）

半日1回でよくわかる！
健康ミニ教室　※要申し込み

日時　7月19日（金）午前9時半～11時半
　　　（受付は午前9時15分～9時25分）
会場　新津健康センター1階 機能訓練室
定員　先着20人
内容　よくわかる検査値の見方の話、
すぐに役立つ食事・運動の話と実践
持ち物　健康診断の結果、筆記用具、
内履き、飲み物
申し込み期限　7月17日（水）
※にいがた未来ポイント対象事業

乳がんマンモグラフィ集団検診日程
※要申し込み

検診日 受付
時間 会場 定員 予約

開始日
8/16
（金） ①② 新津健康

センター 62人 7/13
（土）

受付時間　①午前9時半～10時半
　　　　　②10時半～11時半
申し込み　市役所コールセンター

（☎025－243－4894）

各種検診案内
健康福祉課健康増進係（☎25－5686）

日程 時間 会場

7/19
（金）

午前9時半～11時半
UDトラックス

新潟（株）
（川口580－11）

午後1時半～4時
（株）新津管内

建設会館
（新津4530－1）

骨粗しょう症予防相談会
※申し込み不要

日時　7月26日（金）
　　　午後1時15分～3時半
会場　新津健康センター
内容　骨密度測定、食事の話
対象　18歳以上の市民（骨粗しょう症で
治療中の人は除く）

400ミリリットル献血にご協力を

健康福祉課地域福祉担当（☎25－5665）

サロン「どうしてる？子どもと

テレビ・スマホ」※7/10（水）受付開始
日時　7/31（水）10：20 ～
対象・定員　1歳7カ月末までの子と保護
者・先着12人

「みんなで楽しくリトミック」

日時　7/9（火）・19（金）11：10 ～
ハイハイのへや

日時　7/11（木）午後
対象　ハイハイしてからの赤ちゃんと保
護者
28年度生まれ限定日

日時　7/12（金）午前
対象　H28.4.2 ～ H29.4.1生まれ
※対象の親子、きょうだいの参加可

「ママと一緒にフラダンス」

日時　7/18（木）①10：20 ～②14：10 ～
対象　①未就園の子とママ②1歳7カ月末
までの子とママ

育ちの森 ☎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/

にいつ子育て支援センター
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

「パパと体をつかって遊ぼう」※受付中
日時　7/20（土）10：00 ～ 11：00
会場　秋葉区総合体育館 多目的ルーム
対象・定員　市内在住の年少～年長まで
の子と父・先着10組

アキハで子育てサポート事業（参加無料）　　

申し込み ： 育ちの森（☎21 －4152）

健康・福祉

ガイド

健康・福祉

ガイド

健康・福祉

ガイド

阿賀野川巡回パネル展

　近年の全国的な豪雨と被害の状況、阿
賀野川・早出川の過去の洪水、出水に関
する情報提供などをパネル展示します。

①7月9日（火）～12日（金）午前8時半
　　～午後7時（12日は午後4時まで）
　②8月13日（火）～19日（月）午前8時半
　　～午後5時半（19日は午後4時まで）

①下越病院②秋葉区役所
北陸地方整備局 阿賀野川河川事務所

　総務課（☎22－2211）

路線バス（金津線・下新線）の
運行事業者と車両が変わります

　新潟交通観光バス㈱が運行している路
線バス「新津駅～朝日～金津線（金津線）」
と「下新～大安寺～新津駅線（下新線）」の
運行事業者と車両が、7月22日（月）から
下記に変更になります。

路線 運行事業者 車両

金津線 泉観光バス㈱ ジャンボタクシー
（乗客9人乗り）

下新線 さくら交通㈱ コミューター車両
（乗客13人乗り）

※両路線とも、運行ルート・運行時刻・
　バス停の位置・運賃に変更はありません
※両路線とも、新潟交通観光バス㈱が発行
　している定期券・回数券・バスICカード
　は使用できなくなります

地域総務課（☎25－5672）
　金津線：泉観光バス㈱（☎41－0888）
　下新線：さくら交通㈱
　　　　　（☎025－274－0663）

短冊に願いを「七夕飾り大作戦！」

　商店街へ買い物に訪れる方々に楽しん
でいただくため、今年もアーケード内に
七夕飾りを展示します。
　七夕飾りの短冊は、区内の保育園・こ
ども園・幼稚園の園児に願い事を書いて
もらったものです。また、飾り付けには
新潟薬科大学の学生が協力しています。

7月15日（月・祝）まで展示
新津本町通りアーケード内
産業振興課（☎25－5689）

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、調理実習、試食
テーマ　　血糖値の上昇をおだやかに！大麦クッキング
定員　　　各日先着20人
参加費　　400円（材料費）
持ち物　　エプロン、ふきん、三角きん、台ふきん
申し込み　各日上記の申し込み期間に健康福祉課
　　　　　健康増進係（☎25－5686）

笑顔健康クッキング
★にいがた未来ポイント対象事業

　栄養バランスのとれたおいしい料理を皆さんで楽しく作り、
生活習慣病を予防しましょう！※要申し込み

初級点訳ボランティア養成講座

　点字の読み書きができるよう、知識や
技術の基礎を学びます。

7月10日～12月11日の毎月第2・4水曜
　午前10時～正午（8月14日を除く全10回）

新津地域交流センター
先着20人
1,512円(テキスト代）

持ち物　筆記用具
秋葉区社会福祉協議会（☎24－8376）

開催日 会場 申し込み期間

7月31日（水） 荻川コミュニティセンター 7/10（水）～7/23（火）

8月6日（火） 小合地区コミュニティセンター 7/10（水）～7/30（火）

はじめての万葉集 入門編

　初めての方のための古典入門講座で
す。新しい元号「令和」の出典でもある「万
葉集」を読み解きます。

7月27日（土）午後2時～4時
新津地域交流センター
中学生以上・先着30人
7月10日（水）～19日（金）に新津地区

　公民館（☎22－9666）

夜の「楽しくフラダンス」 生徒募集

　フラダンスを基本から楽しく学べるコ
ースです。
本科コース

8月7日～11月27日の毎週水曜　　　
　（8月14日・10月30日を除く）
　午後7時10分～8時40分

13,500円（全15回）
無料体験会 ※要申し込み

7月31日（水）午後7時10分～8時10分 
共通事項

秋葉区総合体育館 多目的ルーム
16歳以上の男女・先着20人

持ち物　内履き・タオル・飲み物
同館（☎25－2400）

7月21日（日）　参議院議員通常選挙

■当日、 投票に行けない人は期日前投票ができます

　7月21日（日）は参議院議員通常選挙の投票日です。あなた
の1票を忘れずに投票しましょう。また、投票所については、
郵送した投票入場券に記載しています。お間違えのないように
ご注意ください。

　投票日当日、投票所に行けない場合は、下表のとおり期日前投票をご利用く
ださい。秋葉区役所と小須戸まちづくりセンターでは、投票期間が異なります
ので、ご注意ください。
問い合わせ　秋葉区選挙管理委員会（☎25－5460）

会場 期日前投票期間 時間

秋葉区役所 7月5日（金）～20日（土）
午前8時半～午後8時

小須戸まちづくりセンター 7月13日（土）～20日（土）

広告スペース
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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


