
2019年（令和元年）8月4日 3あきは 区役所だより
秋葉区文化会館

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
8/6㈫・13㈫ 午前10時半から

（0～3歳児対象）
8/6㈫・13㈫  午後3時から
8/10㈯・17㈯ 午後2時から
■荻川地区図書室
8/17㈯ 午前10時半から
■小須戸地区図書室
8/17㈯  午前10時半から

■心配ごと相談
8/5㈪・9㈮・16㈮ 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

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
8/5㈪ 午前8時半～午後5時半
■新津地域交流センター
8/5㈪ 午前9時～午後9時

保健学校 受講生募集
　自分自身や家族、まわりの人の健康づ
くりを行う人になるための連続講座です。

9月13日～10月18日の毎週金曜（全5回）
　午後1時半～ 4時 ※10月4日は除く

下越病院 講堂
持ち物　動きやすい服装、筆記用具、飲み物

自分でできる健康チェック、正しい
　歩き方指導、くすりの話　ほか

1,000円（全日程分）
9月11日（水）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）

9月  1日号の原稿締め切り…8月  7日（水）
9月15日号の原稿締め切り…8月21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

彩親会 水彩画作品展
8月22日（木）～ 25日（日）

　午前9時～午後8時（22日は午前11時から、
　25日は午後3時まで）

新津地域交流センター
同会の森田さん（☎24－1831）

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

2019 年8月4日～8月17日分

月～金 7:30 モーニングブリーズ
  7:50 （8/9) 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
12:50  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
24:00  ㊎心理カウンセラー
土曜日  7:00 おはようサタデー
  9:00  （8/17）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
22:00  サムシング

　回収した廃てんぷら油は、精製後、農
業用ビニールハウスの暖房燃料などに再
利用されています。

非核平和絵画展 　広島平和記念資料館所蔵の「市民が描いた
原爆の絵」と「子どもたちの平和ポスター」計
60点を展示します。

日程　8月6日（火）～18日(日) ※13日は休館
会場　新津美術館　レクチャールーム
問い合わせ 地域総務課（☎25ｰ5673）

秋葉区文化会館会場

日時 10月20日日 
午後4時開演

（開場は午後3時半）

定員　450人（就学前児入場不可）
内容　第1部　朗読・演奏会「あらしのよるに～ガブとメイ思い出のあしあと～」
　　　第2部　原作者 きむらゆういち氏と竹下景子氏との対談
チケット料金　一般 3,000円　中学生以下 1,000円 （全席自由）
　　　　　　※当日はどちらも300円増
問い合わせ　 同館（☎25－3301）

日時 9月7日土午前9時15分～午後2時半
集合 ・ 解散場所　新津駅東口
コース　弥生の丘展示館（火起こし・弓矢・石斧体験）→ Akihaマウンテンプレー
　　　  パーク（昼食）→ 新津鉄道商店街・駄菓子や 昭和基地一丁目C57
対象 ・ 定員　小学生とその保護者・10組（20人） ※申込多数の場合抽選
参加費　無料（コース内の駄菓子代は参加者負担）
持ち物　昼食、着替え（運動のできる服装）、運動靴、帽子、タオル、飲み物 ほか
申し込み　8月23日（金）までに①参加者氏名②年齢・学年③住所④電話番号を　
　　　　　明記し、往復はがき、ファクス、メールのいずれかで地域総務課 
　　　　　「Akihaあそび2019」担当（〒956－8601 住所記載不要、　 22-0228、
　　　　　メール chiikisomu.a@city.niigata.lg.jp）
問い合わせ　地域総務課（☎25－5701）

あそび
2019 ～里山冒険～

アキハの里山で

遊んじゃえ！！

日時（全4回） テーマ 会場
9月13日（金）

13:30 ～15:30
「知る」 吉田千秋ってどんな人？

講師：吉田ゆきさん（吉田文庫）、新藤幸生さん（ちあきの会） 吉田文庫

9月27日（金）
13:30 ～16:30

「広げる」 千秋の育った背景

解説：渡辺文男さん（吉田東伍記念博物館元館長）

吉田東伍記念
博物館

（バス送迎あり）

10月4日（金）
14:30 ～16:30

「深める」 千秋の残したもの

中学生学習発表会見学・ワークショップ 小合中学校

10月25日（金）
13:30 ～15:30

「つなげる」 あなたが感じた千秋を語ろう（発表） ・ みんなで合唱

合唱伴奏：藤田実さん（新潟県合唱連盟理事長）
※公開講座・当日自由参加可

吉田文庫

参加費　無料　※吉田東伍記念博物館の入場料は参加者負担（300円）
持ち物　筆記用具
申し込み　8月30日（金）まで①参加者氏名 ②住所 ③電話番号を
明記し、ファクス・メールのいずれかで地域総務課

（ 22-0228、メール chiikisomu.a@city.niigata.lg.jp）
問い合わせ　地域総務課（☎25－5673 ）

大人のための千秋さんぽ 　ゆったりとした有酸素運動の中に、しなやかな
美しい筋肉を付ける動作を取り入れていきます。

持ち物　動きやすい服装、飲み物、タオル、ヨガマット（ストレッチマット無料貸出し有）

竹下景子 朗読音楽劇
「あらしのよるに～ガブとメイ 思い出のあしあと～」

開催日時（全4回） 参加費 対象・定員 会場・申し込み

8月27日、9月3日・
10日・24日（火）

午前10時
～11時15分

3,200円
※1回ごとの参加可

（1回900円）

高校生以上
先着15人

8月26日（月）までに
秋葉区総合体育館
（☎25－2400）

入館料　大人600円、高校生・学生300円、65歳以上500円
　　　　※期間中小中学生は無料、9月16日（敬老の日）は65歳以上無料
問い合わせ　 同園（☎24－6465）

新潟県立植物園
虫を食べる技を持つ

新潟県立植物園 観賞温室会場

日時

午前9時半～午後4時半
（入館受付は午後4時まで）

9月16日　　  まで開催中月・祝

美ボディエクササイズ

　名作絵本「あらしのよるに」の全シリーズを
1本の台本にまとめたオリジナルの脚本による
朗読音楽劇です。女優 竹下景子さんの朗読と
本公演オリジナル楽曲の生演奏により表現さ
れる物語の世界観をお楽しみください。

■夏の夜間開園　8月11日（日）・12日（月・振休）午後8時半まで ※入館受付は午後8時まで

　ウツボカズラやハエトリソウ、
モウセンゴケなど世界の食虫植物が
大集合！食虫植物が虫を捕らえる
しくみを楽しく学ぶことができます。

竹下 景子さん

　温室の開館時間を延長します。夜の熱帯植物ドームは
魅惑的な花の香りでいっぱいです。
　昼間とは違う様子の植物園をご鑑賞ください。

広告スペース


