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2019年（令和元年）9月1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
9/3㈫・10㈫ 午前10時半から

（0～3歳児対象）
9/3㈫・10㈫ 午後3時から
9/7㈯・14㈯ 午後2時から
■荻川地区図書室
9/7㈯・14㈯ 午前10時半から
■金津地区図書室
9/7㈯ 午後1時半から

■心配ごと相談
9/2㈪・6㈮・9㈪・13㈮

　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

第10回 秋葉区川柳大会
9月29日（日）午後2時～午後4時半
新津地域交流センター 203・204

「太鼓」「聞こえる」「行列」「ざわめき」
　「鉄道一切」の各題2句ずつ作り当日持参
※「鉄道一切」は欠席投句を9月20日（金）
　まで受け付けます。はがきに川柳を2句
　と住所・氏名・年齢・電話番号を記入し、
　小越龍之助さん（〒956－0804荻島
　 2－20－23）　 

1,000円（大会発表誌含む）
小越さん（☎24－7151）

ハナミズキ・フラダンス発表会
　親しみやすい日本の曲でフラダンスを
踊ります。サークルメンバーも募集中。
お気軽にお問い合わせください。

10月27日（日）午前11時～正午
　（開場は午前10時半から）

秋葉区文化会館
山田さん（☎22－5239）

「フードバンクにいがた」からのお知らせ
　生活困窮者支援団体・施設に無償で提供
するため、食品の寄贈を受け付けています。
　缶詰・調味料・カップ麺などが不足して
います。ご支援をよろしくお願いします。

月～金曜 午前8時～午後5時15分
秋葉区社会福祉協議会

　（新津地域交流センター 2階）
特定非営利活動法人　フードバンク

　にいがたの真木さん（☎025－384－4466）

◇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）

10月  6日号の原稿締め切り… 9月11日（水）
10月20日号の原稿締め切り… 9月25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9回 新津彫塑サークル作品展
　会員が制作した、石膏像、レリーフ、
テラコッタ作品、デッサン画など約30点
を展示します。

9月3日（火）～ 7日（土）
　午前9時半～午後5時（3日は午後1時から、
　7日は午後3時まで）

新津地域交流センター
新津彫塑サークルの鈴木さん

　（☎24－3776）

第1回 音も立ち（おともだち）
フェスティバル in 秋葉区

　ジャズ、フォーク、オヤジバンドなど、
6つのジャンルに分かれ、それぞれのチ
ームでパフォーマンスを演じます。
　お好きなジャンルでお楽しみください。

9月21日（土）午前10時～午後5時
秋葉区文化会館
同実行委員会の五十嵐さん

　（☎090－4963－5529）

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

2019 年 9 月1日～ 9 月14 日分

月～金 7:30 モーニングブリーズ
  7:50 （9/13) 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
　　　（9 月中旬議会中継予定）
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   （9/14) はつものがたり（再）J-POP 
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

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
9/2㈪ 午前8時半～午後5時半
■新津地域交流センター
9/2㈪ 午前9時～午後9時

作業場所　新津川遊歩道沿い
内容　刈り取られた草やごみを拾います ※軍手・タオルは事務局で用意します　
申し込み方法　9月13日（金）までに、窓口、はがき、電話、ファクス、メールの
　　　　　　　いずれかで ①「新津川除草・クリーン作戦参加希望」②参加者名
　　　　　　　（団体の場合は代表者名）③電話番号 を申し込み先へ
申し込み先　建設課 まちづくりグループ（〒956－8601 住所記載不要、秋葉区役所
　　　 　　　4階 45番窓口、☎25－5691、 24－8340、メールkensetsu.a@city.
　　　　　　niigata.lg.jp）
※小雨決行・実施の有無は、エフエム新津（76.1MHz、当日午前7時半～8時）でご確認ください
※周辺には駐車場がないため、車でのお越しはご遠慮ください

9月29日日 午前9時～11時日時

新津川 除草・クリーン作戦 参加者募集

魅力あふれる地域の親水空間に

　秋葉区出身の世界で活躍する彫刻家・原田哲男氏をお招きして、新津の間伐材と
竹を使った灯籠づくりのワークショップを開催します。
　また、このワークショップで制作した灯籠で新津川を彩ります。新津川に子ども
たちが毎年放流する鮭の稚魚のように、秋葉区の子どもたちもふるさとへ帰ってき
ますように。そんな思いをこめた新しい秋の風物詩を一緒に作りましょう。

10月13日日
点灯式 午後5時（点灯は午後6時半まで）

日時

新津川（新津図書館裏手）
※雨天時は新津第二小学校

会場
集合場所 新津図書館脇 屋外イベント広場

（午前8時45分までに集合）
　多くの市民に親しまれている新津川の魅力を高め、
区内外の多くの方々から訪れてもらうために「除草・
クリーン作戦」を行います。
　一緒に新津川の環境を整えましょう。

秋葉消防署からのお知らせ

新津東部コミュニティ協議会×秋葉区自治協議会

　昨年の新潟市の火災件数は124件にのぼり、火災により亡くなった6名の
うち5名は65歳以上の高齢者でした。
　新潟市消防局では高齢者を火災から守るために、
9月から高齢者家庭等への防火指導を行います。
その際、秋葉署員が区内を周り、お宅へお伺い
しますので、よろしくお願いいたします。
問い合わせ　秋葉消防署 市民安全課 予防調査係
　　　　　　（☎22－0175）

会場 秋葉区総合体育館 多目的ルーム

秋葉区総合体育館

スタジオ トクトクキャンペーン
対象日時 9月6日・13日・27日金午後1時～1時45分

　ラテンの楽しい音楽で踊るダンスフィットネス「ズンバ」のプログラムに
施設利用料のみでお得に参加できるキャンペーンです。
　難しい振り付けやステップなどを覚える必要がないプログラム
なので、初めての方でも楽しく参加できます。

対象 ・ 定員　高校生以上・各回定員20人
参加費　250円（施設利用料）または施設利用チケット・定期券
　　　　※65歳以上は100円
持ち物　内履き、タオル、飲み物
申し込み　同館（☎25－2400）

新津川おかえり　灯りプロジェクト⁎

⁎■新津川おかえり　　 灯りプロジェクト

　　ワークショップ　参加者募集

日時　10月13日（日）午後2時～
会場　新津第二小学校
対象 ・ 定員　小学生と保護者・先着99組
申し込み　10月10日（木）までに①参加者
全員の氏名②電話番号を明記し、新津東
部コミュニティ協議会へ（☎・ 23－0780、
メールniitsu.toubu.com1@fork.ocn.ne.jp）

■原田哲男アートサポーター募集　

　原田氏と一緒に作品を作ります。数時間
のみの参加もできます。詳細のお問い合わ
せ・申し込みは下記までご連絡ください。
期間　9月17日（火）～27日（金）
午前9時～午後6時 ※土日・祝日を除く
会場　新津第二小学校
問い合わせ　本間智美さん（ 090－7436
－4034、メール artunit.obi@gmail.com）
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※周辺には駐車場がないため、 車でのお越しはご遠慮ください

広告スペース


