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　新潟県では、明治37年（1904）に観賞用として
チューリップが育てられた記録が残っています。
その後、大正8年（1919）に秋葉区（小合地区）で
園芸種苗業を営んでいた小田喜平太によって日
本で初めて商業用の大規模な球根栽培が始まり
ました。
　この頃、チューリップの試作に取り組んでい
た小田は、視察に訪れた中蒲原郡役所（現県庁）
の農林技手であった小山重に将来有望な産業で
あると熱心な説得を受け、本格的なチューリッ
プの栽培に乗り出します。小山は、小合地区が
チューリップの栽培に適した気候風土である
ことや、市場価値が高いことを理由に、小合が
チューリップの一大産地として成功することを
確信していました。以降、2人は互いに協力し

小田喜平太（1878 ～ 1946）

合って、精力的にチューリップの産業化に取り組んでいきます。
　当初、チューリップはなじみが薄く「一時的な流行」と見る人も多かったため、
生産の普及は難航しましたが、小田は生産技術を積極的に公開したり、専門家を
招いた講演を開催し、次々と仲間を増やしていきました。

　当時、チューリップ１反当たりの収入は、米の約20倍以上もありました。儲か
る農産物となると、情報や技術を門外不出にし、独り占めしようとする場合も多かっ
たそうですが、小田は「チューリップこそ地域の物産となり、繁栄を図る道である」
と考え、地域を挙げたチューリップ生産に取り組んだのです。
　こうした組織作りが安定した大規模生産の基盤となり、チューリップは県を代表
する産業になるばかりか、国内で初となる「植物」の輸出産業としても成長を遂げま
した。

太田政弘県知事を迎えた小田氏のチューリップ畑。以降、歴代の新潟県知事が園芸視察に
訪れるようになる。（大正 12 年 4 月撮影）

NI IGATA FLOWER

チューリップ球根生産発祥

周年100

秋葉区とチューリップ

　秋葉区七日町にある「新潟県花卉球根農業協同組合 集荷場」では、例年7月下
旬から10月頃まで、県内で生産されたチューリップの球根を日本全国へ出荷し
ています。
　チューリップ産業が広まった今でも、秋葉区は県内チューリップ市場の中心
的な役割を担っているのです。

　チューリップの秋植え球根は、8月末頃から市場
に並び始めます。球根生産発祥から100周年を迎え
たこの秋は、チューリップを植えて「花のまち 秋葉
区」を支えた人々や歴史に思いをはせてみませんか。

秋葉区とチューリップの「今」 チューリップを植えてみよう！

日本で初めてチューリップの球根栽培に成功した男

5㌢以上

1㌢以上

植えた後はたっぷり
水をあげてください！

きれいに花を咲かせるためのポイント
◆球根1個分（約５センチ）以上の深さを目安に植えます

　　球根の間隔は最低でも1センチ以上あけましょう

◆球根は秋のうちに根が出ます。 肥料を混ぜて土づくりを

　　してから植えましょう。

◆球根は冬の間も成長します。 植えた場所が乾かないよう

　　に冬でも水やりをしましょう。

◆秋植え球根は寒さにあてることが重要です。 植えた後は

　　屋外に置きましょう。

ひとつひとつ手作業で丁寧に梱包しています県内各地から集まった球根

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）

　今年はチューリップ球根生産が発祥してから
100周年を迎える節目の年です。
　昔から花き・花木園芸の一大産地として全国
的に有名な小合地区は、日本で初めてチューリッ
プの球根の商業栽培に成功した歴史のある地域
です。
　今号では、奥が深い秋葉区のチューリップの
歴史についてご紹介します。

問い合わせ　産業振興課（☎25－5340）

　また、新潟県花き振興協議会球根部会は、チューリップ
の球根生産発祥から100周年を記念したイベントの開催も
予定しています。
　関連イベントの最新情報や、花に関する様々な情報を
ホームページで公開していますので、ぜひご覧下さい。

　　　新潟県花き振興協議会ホームページ

　  http://www.niigataflower.jp/
　  問い合わせ　同協議会（☎43－7522）

～「花のまち」の歴史を知って、育てて楽しもう！～～「花のまち」の歴史を知って、育てて楽しもう！～

Q. 球根を選ぶコツやポイントは？
A. 軽く握ってみて、しっかりと固く、重みのあるものが良い
　  球根です。ぜひチェックしてみてください！
Q. 人気の品種はありますか ?
A. 華やかな色の品種は人気があります。新潟産のオリジナル　　
　  の品種ではピンク色が愛らしい「恋心」の人気が高いです。

県花卉球根農業協同組合の古谷さんに聞いてみました！

古谷 治郎さん

（県花卉球根農業協同組合）
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「育ちの森へようこそベビー」

日時　9/2（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

「助産師さんと一緒に災害への備え」

日時　9/5（木）14：00 ～
対象・定員　1歳7カ月末までの子と保護者

自己肯定感を育む「子育てハッピーセミナー」

※8/20（火）受付開始
日時　9/19（木）10：00 ～ 11：50
対象・定員　女の子を持つ保護者・8人
参加費　200円

「ママと一緒にフラダンス」

日時　①8/22（木）14：10～②9/5（木）10：20～
対象　①1歳7カ月末までの子とママ
　　　②未就園の子とママ
運動あそび

日時　8/23（金）11：10 ～
パパサロン「年齢に合った遊び」

日時　8/24（土）10：20 ～
あかちゃんのへや

日時　8/26（月）10：20 ～
対象　ハイハイする前の赤ちゃんと保護者

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

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

第5回 秋葉区自治協議会

8月30日（金）午後1時から
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）

お笑いバラエティー

　多彩な笑いを見てのんびり楽しく過ご
しましょう。観覧無料です。

9月8日（日）午後1時半～2時半
小須戸老人福祉センター
NPOお笑い事業団ニイガタ事務局

　（☎025－222－7801）

ベビー＆ママセミナー※9/2（月）受付開始
日時　①10/2（水）②10/9（水）③10/17（木）
10：00 ～ 11：50
対象・定員　市内在住の2019年5 ～ 7月生
まれの赤ちゃんと保護者・10組
※第1子のみ

アキハで子育てサポート事業（参加無料）　
問い合わせ：育ちの森

妊娠・出産・子育て
健康福祉課健康増進係（☎25－5685）

9月の子どもの健診、歯科健診など

　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）関節健診】
対象　平成31年5月生まれ

【1歳誕生歯科健診】
対象　平成30年9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30年2月生まれ

【3歳児健康診査】
対象　平成28年3月生まれ

育児相談　※申し込み不要

日時　8月23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

9月の離乳食講習会　※要申し込み

【はじめての離乳食】
日時　9月25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　8月21日（水）から市役所
コールセンター（☎025－243－4894）

健康づくり
健康福祉課健康増進係（☎25－5686）

妊婦歯科検診

日程　9月12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　歯科検診、お口の個人相談
持ち物　母子健康手帳

各種検診案内
健康福祉課健康増進係（☎25－5686）

9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

9/5（木） 新津健康センター

9/11（水）小須戸地区ふれあい会館

9/13（金）新津健康センター

9/24（火）
荻川コミュニティセンター

9/25（水）

※9月13日は肺がん（結核）検診のみ午後
も実施（受付時間 午後1時半～2時半）

成人の健康相談　※要申し込み

日時　9月6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

健康・福祉ガイド健康・福祉ガイド健康・福祉ガイド

秋葉区民ハイキング

9月28日（土）　※雨天決行
集合場所・時間
　受付は①②とも午前4時から
　①小須戸出張所前･･･午前4時15分発
　②秋葉区役所前･･･午前4時半発　
　※秋葉区着は午後9時10分（予定）
　※大型観光バスで移動します
コース　上高地（大正池、田代橋・穂高橋、
　　　　ウェストン碑、河童橋、小梨平）
※悪天候の場合、名所や史跡等の見学に
　変更

中学生以上の人・先着45人
　※最低人数35人
持ち物　昼食、飲み物、タオル、保険証、
　　　　山歩きに適した服装

9,500円（交通費、保険料ほか）
　※食事代は含まれません

8月19日（月）～23日（金）に、蒲鉄ト
　ラベル白根店（☎025－373－2183）

新潟市スポーツ推進委員の阿部さん
　（ 090－2638－8958）

ターゲットバードゴルフ教室

　パラソルを逆さにしたような形のホー
ルに、羽付きのボールをゴルフクラブで
打つスポーツで、幅広い年代の方が楽し
むことができます。

9月4日～10月30日の毎週水曜（全9回）
　午前9時～11時 ※雨天中止・順延なし

小須戸雁巻緑地公園
先着30人

持ち物　動きやすい靴、飲み物、タオル
※使用する用具はこちらで用意します

300円（全日程の保険料 ほか）
小須戸武道館（☎38－2121）
スポーツ振興会の高野さん

　（ 090 ー4098－4356）

秋葉区 秋季市民テニス大会

9月29日（日）午前9時～午後5時
　※雨天時は10月5日（土）に延期

新津地域学園 庭球場
種目
　①男子ダブルスA、B
　②女子ダブルスA、B
　③特別クラス（混合ダブルス&100歳ペア）
　※③は①または②と重複申し込み可

区内に在住・勤務・通学する人、
　秋葉区テニス協会会員、同会場利用者

1組2,000円（高校生以下は1,000円、
　重複の申し込みは500円増、当日持参）

9月20日（金）までに同協会事務局
　（ 22－7960、メール rm2k-smz@
　asahi-net.or.jp）

同協会事務局の清水さん（☎22－7960）

新津の今昔物語
「停車場ストーリー」

　新津駅周辺や停車場通り周辺の写真を
見ながら、新津の昔語り・まちあるきを
楽しみませんか。

①9月1日（日）午後1時半～3時半
　②9月8日（日）午前9時半～正午
「あ！キハ」Akiha観光案内所

　（JR新津駅東口）
①昔の町並みの写真・記録を眺めての

　　座学
　②歴史をたどる、まちあるき

先着20人
持ち物　飲み物、筆記用具

①100円（資料代）②500円（資料・保険代）
8月29日（木）までに産業振興課

　（メール sangyo.a@city.niigata.lg.jp）
　※希望する回のみの申込可

同課（☎25－5689）

小須戸いきいき健康体操

　年をとっても健康でいられるように、
日頃から自宅で簡単にできる体操をお教
えします。

9月10日～10月8日の毎週火曜（全5回）
　午前10時～11時半

小須戸武道館
おおむね40歳以上の人・先着20人

持ち物　動きやすい服装、上履き、
　　　　タオル、飲み物

1回200円
9月9日（月）までに同館（☎38－2121）

持ち物　筆記用具、飲み物、動きやすい服装
参加費　1,300円（材料費）
対象 ・ 定員　おおむね50歳以上の人・先着20人
申し込み　8月21日（水）午前9時～9月6日（金）午後5時に新津地区公民館（☎22－9666）

日時 テーマ 会場
9月20日
（金）

午前10時
～正午

まずは気持ちを整えましょう
リラックスハーブティー 新津地域交流センター

（301・302号室）9月27日
（金）

楽しみながら脳トレ
～紙バンドで“かご”作り～

10月4日
（金）

カラダもよろこぶ“もち麦”
試食から学ぶ★簡単調理法

新津健康センター
（第一健康学習室）

10月11日
（金）

イイことづくしの健康効果
吹き矢講座

新津地区公民館
（305号室）

10月18日
（金）

知っておきたいお金の話
今、知りたいあれこれを解消！

新津地域交流センター
（301・302号室）

　気持ちを整える、手仕事をする、栄養について学ぶなど、健康寿命を
意識して生活するシニアにとって大切なことを学ぶ講座です。

新津地区公民館

大人の
ための アクティブ・シニア講座

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　　見えない塩分を減らす！ちょい塩クッキング
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　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楽しく作り、生活習慣
病を予防しましょう！※要申し込み

開催日 会場 定員 申し込み期間

9月10日（火） 金津地区コミュニティセンター 各日
先着20人

8/21（水）～9/3（火）

9月17日（火） 小須戸地区ふれあい会館 8/21（水）～9/10（火）

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
8/20㈫・27㈫ 午前10時半から

（0～3歳児対象）
8/20㈫・27㈫ 午後3時から
8/24㈯ 午後2時から
■荻川地区図書室
8/24㈯・31㈯ 午前10時半から

■心配ごと相談
8/19㈪・23㈮・26㈪・30㈮

　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（新津会場）

8/27㈫午後1時半～ 3時半
新津健康センター
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

第29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。

9月6日～ 10月25日の毎週金曜
　午後7時～ 9時（全8回）

新津地域学園体育館　ほか
先着若干名

持ち物　テニスシューズ、ラケット
2,500円
8月27日（火）までにイエロークラブの

　岩倉さん（ 090－2240－1471）

◇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15日号の原稿締め切り… 8月21日（水）
10月  6日号の原稿締め切り… 9月11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26回 どんちゃんまつり
　会場へ直接お越し下さい。

8月31日（土）午後4時～ 7時
ほっとサポートしんえい（新栄町） 前庭

　※全エリア禁煙です
地域の方々による踊りや祭囃子、

　飲食スペース、ゲーム、大抽選会、
　利用者による歌や踊りの出し物 ほか

社会福祉法人 親和福祉会
　ほっとサポートしんえい（☎24－5211）

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

2019 年 8 月18 日～ 8 月31日分

月～金 7:30 モーニングブリーズ
  7:50 （8/23) 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◆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   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 （8/18）緊急告知試験放送
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

R
エ フ エ ム 新 津
ADIO 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。

　  防災情報は76.1MHz

秋葉区総合体育館

会場　秋葉区総合体育館 アリーナ
持ち物　動きやすい服装、内履き、ラケット ほか
定員　各クラス16人※申込多数の場合抽選
参加費　11,000円（全11回）

生徒募集卓球スクール
　初心者から上級者まで、参加者のレベルに合わせた
指導を行います。卓球の基礎や戦術を学び、ワンラン
ク上のプレーを目指しましょう。

講師 小松舞子さん
(全国マスターズランク5位)

クラス 対象 開催日時（各90分） 申し込み

初中級
全く卓球をしたことのな
い人から中上級レベル未
満の人 9月4日～

11月27日の
毎週水曜
(全11回)

※9月25日、10月
　30日を除く

午前9時半
～11時 8月26日（月）までに

秋葉区総合体育館
（☎25－2400）

※申込多数の場合、
　8月27日（火）～31日（土）
　に連絡します

中上級
フォア・バック・ツッツキ
を正しいフォームで30本
以上続けられる人

午前11時15分
～午後0時45分

トップ級
下回転ドライブ・角度打
ち打法を理解し、使い分
けられる人

午後1時15分
～2時45分

新津南高等学校　学校開放講座
いくつになっても　「学び」は楽しい！

会場　新津南高等学校
定員　各回先着20人
※10月26日のみ先着20組40人
申し込み　9月11日（水）までに小須戸地区公民館（☎25－5715）
※参加したい回のみの応募可

いきいき県民カレッジの登録講座
です。受講すると1回につき、2つ
スタンプがもらえます。

日時 演題 参加費 持ち物
9月21日
（土）

午前10時
～11時半

オリジナルのインスタント
みそ汁を作ろう 500円 エプロン、三角巾、

タオル
10月5日
（土） 版画入門 1,000円 エプロン

10月26日
（土） 少林寺拳法健康プログラム なし 運動ができる服装

11月16日
（土）

もしもの時に備えて、家庭
における救急対応 なし 動きやすい服装

11月30日
（土） 蒔絵を体験してみよう 500円 書きたい文字の見本

日時 テーマ（希望回のみの参加可） 講師

9月20日（金）

午前9時半
～11時半

西郷どんの頃の小須戸ー幕末ー

木村宗文さん
（元小須戸町史編纂委員）
青木達男さん

（元小須戸町役場職員）

9月27日（金） 西郷どんの頃の小須戸ー維新ー

10月4日（金） 小須戸の町・村と社寺

10月11日（金） 小須戸の神社探訪（おでかけ・調査）

10月18日（金） 歴史よもやま話（茶話会）

～地域の歴史と信仰編～語り継ぐ小須戸の文化
　今年の地域学講座は、小須戸の歴史を西郷隆盛が活躍した時代に合わ
せてたどります。
会場　小須戸まちづくりセンター
定員　先着30人（11日のみ先着20人）
申し込み　9月13日（金）までに小須戸地区公民館(☎25－5715)

秋葉区文化会館会場

期間 10月25日金～令和2年1月19日日

ロコモーション走れ！ あなたも舞台に立ってみませんか！？

新作 アキハ・ミュージカル・トライアル（体験会）

認知症サポーター養成講座
秋葉区文化会館 練習室1会場

日時 8月31日土 午前10時～11時半

　認知症を正しく理解し、認知症の方とのかかわり方や
その方法について、基本的なことを学びます。
対象 ・ 定員　初めて受講する人・先着30人
申し込み　8月23日（金）までに健康福祉課 高齢介護担当
　　　　　（☎25－5679、 22－8250）

修了者には
オレンジリングを

お渡しします

参 加 者 募 集

嶽本あゆ美
（劇作家・演出家）

教室名 開催日時 対象･定員 参加費

親子カヌー
体験教室

9月1日（日）
午前10時～11時

親子・先着20人
※小学生以上は子ども

のみの参加可　　

参加無料
※要別途プール入場料

（就学前児無料）

夏期リラックス
ヨガ教室★

8月28日～9月25日の毎週水曜
午前10時半～11時半

15歳以上（中学生除く）

先着40人
2,500円

（全5回）

ア・シ・コ・シ★
高齢者向けプログラム

9月5日～26日の毎週木曜
午後1時半～2時15分

60歳以上
先着20人

1回500円
（全4回）

ストレッチ教室★ 9月3日～24日の毎週火曜
午後6時45分～7時15分

15歳以上（中学生除く）
先着15人

1回300円
（全4回）

※詳細は新津B&G海洋センターのホームページをご覧下さい

夏期運動教室新津B&G
海洋センター

8月19日（月）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

詳細はこちらから↑

　2020年の新作 市民ミュージカルに向けたワークショップ
です。10月～1月の3カ月間、演技・ダンス・歌の練習をし、
最終日にその成果を発表するトライアル公演を開催します。
　ぜひご参加ください！
トライアル公演　令和2年1月19日（日）
持ち物　タオル、飲み物、動きやすい服装
講師　嶽本あゆ美（演出・演技指導）、斉木としや（演技指導）
対象・定員　原則として全日程参加可能な小学5年生以上の人・30人
参加費　2,000円（全12回）
申し込み　8月24日（土）から所定の申込用紙を同館へ
問い合わせ　同館（☎25－3301）

広告スペース


