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令和元年（2019年） 8月 4日第296号

秋葉区　人口：76,958人（－5）　男：36,923人（+3）　女：40,035人（－8）　世帯数：30,057世帯（+30）　令和元年6月末現在（カッコ内は前月比、住民基本台帳による）
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18日 11：00～22：00
25日 9：00～18：30
24日 16：00～22：00

25日 8：00～18：30

25日 9：00～18：30

25日 12：00～14：00

小須戸交通規制図（8月18日 ・ 24日 ・ 25日）

新津松坂流し

行事 時間
松坂流し 午後7時半～8時半
里神楽演舞 午後8時40分～9時10分
飲食コーナー 午後6時～10時
会場　新津本町通り
問い合わせ　新津祭り実行委員会
　　　　　  （新津観光協会内、☎24－3777）

※16日に限り、午後7時以降は臨時駐車場として新津本町3丁目
　駐車場、ベルシティ新津屋外駐車場が開放されます（19日・20日
　は通常営業のため開放しません。秋葉区役所駐車場をご利用
　ください）。
※民間企業の駐車場などへの迷惑駐車はしないでください。
※混雑するので、なるべく公共交通機関をご利用ください。

16日 19：00～ 22：00
19日 19：00～22：00
20日 19：00～23：10

19日 10：00～20日 24：00
※露店出店

19日 19：00～22：00
20日 19：00～23：10
19日 13：00～21日 9：00
20日 18：30～20：00
20日 19：00～20：30

新津交通規制図（8月16日 ・ 19日～21日）

　町屋の2階から、迫力ある燈籠の押
合いを観覧してみませんか。
日時　8月25日（日）午後4時半から
会場　町屋ギャラリー薩摩屋
観覧料　300円
定員　先着15人 ※定員になり次第締切
申し込み　8月5日（月）午前9時から
小須戸まちづくりセンター（☎25－7069）
※車でお越しの際は小須戸まちづくりセンター
　駐車場をご利用ください

燈籠押合い観覧会

行事 日程 開始時間
屋台・たるみこし

まつり
19日（月）午前9時、午後7時半
20日（火）午前8時半、午後7時

近郷里神楽舞 19日（月）午後6時半（堀出神社）

屋台まつり
日程 8月19日🈷・20日火

　目抜き通りで華麗な屋台を引き回します。

宮
みやのぼ

上り実況生放送
　屋台の宮上りの様子を、新津第一小学校の
児童たちが「一小情報ボックス　夏休み特別企
画」で実況生放送します。
日時　8月20日（火） 午後6時～9時半
会場　新津本町通り にいつ0番線待合室
　　　「来て基地」
問い合わせ　来て基地（ 070－1479－7902）

小須戸商工まつり

8月18日日 日程

　小須戸商店街で飲食・ゲームコーナーやステージイベントなど
が行われます。
時間　午後3時～8時
会場　小須戸本町2、3丁目特設会場 （歩行者天国）
問い合わせ　小須戸商工会（☎38－2560）

ベルシティ新津（旧長崎屋）
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行事 日程 開始時間
各組燈籠町内練り歩き

24日（土）
午後1時

民謡踊り 午後7時
小須戸神楽舞・子ども燈籠

25日（日）
午前10時

各組燈籠運行 午後0時半
喧嘩太鼓・燈籠押合い 午後4時45分

小須戸燈
と う ろ う

籠押合いまつり

8月24日土・25日日日程

　4基の燈籠が激しくぶつかり合います。

会場　小須戸本町通り商店街 ほか
問い合わせ　産業振興課（☎25－5689）

8月16日金日程

（雨天時は17日土に順延）
　約1,000人の踊り手が通りを流す日本三大
流しの1つです。

会場　新津本町通り ほか
問い合わせ　祭屋台・たるみこし委員会事務局
　　　　　　（堀出神社 社務所内、☎24－0008）

秋葉区の

　区内で開催される夏の風物詩・まつりを紹介します。
ご家族や友人などお誘い合わせのうえ、ぜひお出かけください。

夏祭り
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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

にいつ夏まつり「三之町のお囃子が来る」

日時　8/17（土）11：00 ～
タッチケアセミナー※8/9（金）受付開始
日時　9/9（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

「みんなで楽しくリトミック」

日時　8/6（火）・20（火）11：10 ～
絵本と相談タイム

日時　8/7（水）10：20 ～ 11：30
内容　絵本の読み聞かせ、相談タイム
講師　稲場健さん（臨床心理士）
ハイハイのへや

日時　8/8（木）午後
対象　ハイハイしてからの赤ちゃんと保護者
29年度生まれ限定日

日時　8/9（金）午前
対象　H29.4.2 ～ H30.4.1生まれ
※対象の親子、下のきょうだいの参加可

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

健康・福祉

ガイド

健康・福祉

ガイド

健康・福祉

ガイド

秋葉区シングルステニス矢代田大会

9月8日（日）午前9時～午後5時
　※雨天時は9月15日（日）に延期

小須戸運動広場  庭球場
種目・定員
　①男子シングルス（A・B）・先着各8人
　②女子シングルス（A・B）・先着各8人

区内に在住・勤務する人、同広場利用者
1人1,000円　※当日持参
所定の参加申込書を小須戸地区ふれあい

　会館（〒956－0113　矢代田35番地）
秋葉区テニス協会の川瀬さん

　（ 090－2672－1353）

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
12月～1月出産
予定の人 8/22（木） 9/26（木）

2月～3月出産
予定の人 10/24（木）11/28（木）

笑顔健康クッキング ※要申し込み

開催日 会場 定員 申し込み期間

8/30
（金）

新津健康
センター

先着
20人

8/7（水）～
8/23（金）

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　見えない塩分を減らす！　
　　　　ちょい塩クッキング
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
健康福祉課健康増進係（☎25－5686）

お知らせ

8月13日（火）・14日（水）は館内メンテナン
スのため、休館になります。

地形図の現地調査にご協力を

　秋葉区の地形図作成のため、現地調査
を実施します。土地の状況や施設の名称
などを確認するため、身分証を携帯した
測量従事者が敷地内に立ち入らせていた
だくことがあります。
　ご理解とご協力をお願いします。
調査期間　8月中旬～令和2年2月末

都市計画課（☎025－226－2679）

新津図書館シアター

8月27日（火）午後1時半から
新津図書館2階 研修室
高校生以上の人・当日先着50人

上映作品　「グッモーエビアン！」(106分)
同館（☎22－0097）

第25回 新津レクリエーション大会
ー25周年記念大会ー

9月7日（土）
■第1部（午前9時半～11時半）

秋葉区文化会館 ※参加無料
プチサークル・加盟団体活動発表

■第2部（午後1時半～3時半）
秋葉区総合体育館
レクリエーションダンス講習会 ほか
加盟団体500円、一般参加800円

■第3部（午後6時半から）
新津健康センター はつらつホール
社交ダンスパーティー
500円
新津レクリエーション協会の早川さん

　（☎22－8172）

秋葉区 秋のマラソン大会

9月29日（日）午前8時半から
　（受付は午前7時40分から）※雨天決行

新津第三小学校前 発着
種目・種別（1人1種目まで）
種目 種別

1.5㌔ ◆小学1・2年生（男子・女子）
◆小学3・4年生（男子・女子）

3㌔

◆小学5・6年生（男子・女子）
◆中学生（男子・女子）
◆高校生・一般（男子・女子）
◆壮年男子A（40 ～49歳）
◆壮年男子B（50歳以上）

5㌔
◆高校生・一般（男子・女子）
◆壮年男子A（40 ～49歳）
◆壮年男子B（50歳以上）

10㌔

◆高校生・一般（男子・女子）
◆壮年男子A（40 ～49歳）
◆壮年男子B（50 ～59歳）
◆壮年男子C（60歳以上）

小学生300円、中学・高校生500円、
　一般・壮年1,000円

8月10日（土）～9月7日（土）必着で、
　所定の申込用紙と参加費を新津B&G
　海洋センター（〒956－0802　
　七日町2186－9、月曜休館）

秋葉区陸上競技協会の酒井さん
　（☎24－6238）

漏水調査にご理解とご協力を

　水道管の漏水を早期に発見するため、
道路上から水道メーター付近までの範囲
を調査します。
　期間中、「新潟市水道局委託調査員」の
腕章をつけ、受託証明書と身分証明書を
携行した調査員が宅地内に立ち入らせて
いただくことがあります。
　なお、調査料金はかかりません。
調査期間　8月16日（金）～11月29日（金）
調査区域
　あおば通1 ～2丁目、市之瀬、荻島、
　荻野町、車場、車場1 ～5丁目、こが
　ね町、中野3 ～5丁目、北上、北上1 ～
　3丁目、下興野町、善道町1 ～2丁目、
　新津本町1 ～4丁目、秋葉1 ～2丁目、
　田家1 ～3丁目、滝谷本町、中沢町、
　吉岡町

水道局秋葉事業所 工務課 維持係
　（フリーダイヤル 0120－411－002、
　☎025－266－9311）

新津地区グリーンセンター 臨時休館

休館期間　8月13日（火）～15日（木）
同センター管理委員会（☎24－1746）

「秋葉ジュニア合唱団 赤い鳥」
第1期 団員募集

　発声の基本、歌唱、詩の世界、表現方
法などをしっかり学びます。

9月8日（日）から　月3回程度
　木曜　午後6時半～8時半
　土日祝　午後1時半～4時

秋葉区文化会館
講師　柳本幸子さん（声楽家）

小学3年生～中学3年生
月3,000円

持ち物　飲み物（ふたのできるもの）、
　　　　動きやすい服装、筆記用具

同館（☎25－3301）

認知症介護者のつどい
地域包括支援センター（にいつ日宝町、 新津、 こすど）が運営に協力しています

日程 時間 会場
8/7

（水） 午前9時半～11時半 竹井機器
工業（株）

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）

持ち物　献血カードまたは献血手帳
※初めて献血する人は身分証明書が必要

会場　新津地区公民館
対象 ・ 定員　1歳～3歳児の保護者・先着20人（全5回参加できる人優先）
　　　　　　無料保育室（要申し込み）　生後6カ月～未就園児･定員20人
申し込み　8月5日（月）～16日（金）に新津地区公民館（☎22－9666）

日程（全6回） 会場 テーマ
9月19日（木）

新津健康
センター

講話「秋葉区の保健衛生の現状と地区活動」　ほか

10月2日（水） 講話「生活習慣病予防について」、食事の基本①、調理実習①

10月18日（金） 食事の基本②、調理実習②

10月31日（木） 講話「食の安全・安心について」、食事の基本③

11月12日（火） 講話「歯の健康づくり」、「体を動かして健康づくり！」

11月29日（金） 講話「食生活改善推進委員の活動について」、調理実習③

時間　午前9時15分～午後1時（調理実習のない日は午後0時半終了）
対象・定員　食生活改善推進委員としてボランティア活動が可能な18歳以上の人・先着25人
参加費　1,200円（調理実習費400円×3回分）
申し込み　8月7日（水）～9月10日（火）に健康福祉課 健康増進係（☎25－5686）

健康栄養セミナー 【食生活改善推進委員養成講座】
★にいがた未来ポイント対象事業

問い合わせ　末武さん（☎24－6496）

ほかほか学級幼児期家庭
教育学級

～子育てのヒントを見つけよう！～
日時（全5回） テーマ

9月4日（水）

午前10時
～正午

Let’s ほかほかトーク！ ～本音トークでスッキリ～

9月11日（水） ゆたぴー先生の幼児期お悩み相談 ～入園準備の心構え～

9月18日（水） 心も体もほかほかに♪ ～体をゆるめる産後ストレッチ～

9月25日（水） 6歳までに足の一生が決まる！ ～幼児期の正しい靴の選び方～

10月1日（火） イライラしても大丈夫！ ～自分の在り方を見つめなおそう～

乳がんマンモグラフィ集団検診日程
※要申し込み

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）

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）

　認知症の家族を介護している人が集まって、日々の悩みや
苦労など、介護のコツを話し合う場です。
日時　8月8日（木）午後1時半～3時　※申し込み不要
会場　新津健康センター 3階
参加費　200円（お茶代 ほか）

広告スペース
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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


