
花と緑に囲まれた 笑顔咲きそろう にぎわいのあるまち 秋葉区花と緑に囲まれた 笑顔咲きそろう にぎわいのあるまち 秋葉区
毎月第１・３日曜日発行毎月第１・３日曜日発行

編集・発行
〒956－8601　新潟市秋葉区程島2009番地

電　話

ホームページ
Eメール

新潟市秋葉区役所（制作：地域総務課）

0250－23－1000（代表）
0250－22－0228

 http://www.city.niigata.lg.jp/akiha/ 
chiikisomu.a@city.niigata.lg.jp

FAX

令和元年（2019年）10月20日第301号

秋葉区　人口：76,903人（－21）　男：36,928人（+9）　女：39,975人（－30）　世帯数：30,103世帯（+17）　令和元年9月末現在（カッコ内は前月比、住民基本台帳による）

　区バスの車内を子どもたちが描いたハロウィ
ンの塗り絵などで飾っています！この機会にハ
ロウィン一色の区バスをぜひご利用ください。
問い合わせ　地域総務課 企画担当
　　　　　　（☎25－5672）

10月25日金～11月13日水期間

酒
しゅっしゅっぽっぽ

っ衆っ歩っぽ
にいつナイトステーション

　1ドリンクとフードをチケット1 ～2枚で楽しむことができます。「参加店
MAP」を片手に、美味しい料理や飲み物を味わいながら、新津の街歩きや人
との交流ができるのも「酒っ衆っ歩っぽ」の醍醐味。
　これまで知らなかったお店や、気になっていたけれど行ったことのないお
店もこの機会にぜひご利用ください。
チケット料金　3枚つづり 2,400円
※お得な前売りチケット（5枚つづり 3,600円）は10月22日（火・祝）まで販売中
チケット販売　デイリーヤマザキ新津駅前店 ほか

★新企画！レディースデー

　女性を含む2名以上の成人グループを対象に、当日チケット
（3枚つづり）が当たるガラポン抽選会を実施します！
日時　10月31日（木）・11月7日（木）午後6時半～
会場　新津駅東西自由通路

問い合わせ　にいつナイトステーション実行委員会（☎24－3777）
※詳細はチケット購入時に配布する「参加店MAP」をご覧ください

ハロウィン大作戦区バスを

デコレーション

会場 新津本町通り

日程 10月26日土第13回

■タイムスケジュール

10:30 ～　オープニング
　　　　　ステージショー（ダンス等）
12:30 ～　仮装コンテスト（要事前申し込み）

14:30 ～　仮装パレード （自由参加可）

15:30 ～　仮装コンテスト審査発表
　　　　　記念撮影 & お菓子まき

■アトラクション ・ 飲食ブース

時間　午前 10 時半～

にいつハロウィン
仮装まつりキャラクター
ハロぽん

今宵もほろ酔い、今宵もほろ酔い、にいつナイトステーション。にいつナイトステーション。 各駅停車で参ります！各駅停車で参ります！

参加店舗（順不同）
アクティブビーンズ まちの駅ぽっぽ 加藤茶舗
サンカントピュール ブティック フジ 豆工房 コーヒーロースト
三新軒 野本時計店 パン・ドール
御菓子司 羽入 天神屋 帆苅商店
あきは日和 川名花店 COFFEE&HERB GOODY
駄菓子や昭和基地一丁目 C57 むらき呉服店 嵐の湯 秋葉店
㐂よ桝 やまいし果物店 さかつめ整骨院鍼灸院　
洋食の店　キッチンK にいつオーサカヤ あ！キハ

Akiha観光案内所  新津鉄道資
料館 サテライトていしゃば

春日薬局 アベキュー
健康一番 開運堂 コダカメラ

おもてなし① おもてなし②

　お買い物での割引やオリジナル
グッズのプレゼントなど、お店ご
とに異なるちょっとした「おもてな
し」をご用意しています。
　商店街でしか手に入らない鉄道
グッズもあるので「参加店マップ」
をチェックしてみてください！

　商店街巡りに便利な 「新津本町3

丁目駐車場」 が2時間無料で利用で
きます。
　新津鉄道資料館を楽しんだ後は、
商店街へお立ち寄りください！
※出庫時に入館券を提示してください
　（年間パスポートは対象外）

　にいつ鉄道商店街のお店では、新津鉄道資料館の入館券、
もしくは年間パスポートをご提示の方に素敵なおもてなし
を用意しています。新津鉄道資料館の入館時にお渡しする

「切符のいいまち」参加店マップと新津鉄道資料館の入館券
を片手に、商店街へぜひお越しください。
※おもてなしは、入館した日とその翌日の期間限定で受けること
　ができます
問い合わせ　産業振興課 商工観光係（☎25－5689）
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新津鉄道資料館×にいつ鉄道商店街

開催中～12月27日金期間

にいつ鉄道商店街
イメージキャラクター

きてきち

　今年のにいつハロウィン仮装まつり
のテーマは「エンジョイハロウィン」です。

新津本町目抜き通りを舞台に、イベントスタッフも
参加者も、会場にいる全ての人がハロウィンを心の底

から楽しみましょう！　　　　　　　　　　　　　　　
　思い思いの仮装をして、ぜひ、にいつハロウィン仮装ま

つりにご参加ください。　　　　　　　　　　　　　
一緒に非日常の楽しさを体感しましょう！
問い合わせ　にいつハロウィン仮装まつり

　　　　 実行委員会 （☎21－1039）

■スタンプラリー

受付時間　午前10時15分～正午
※参加費 1 人 200 円（先着 500 人）
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育ちの森ハロウィン

日時　【フリー】10/29（火）・31（木）11：00 ～
　　　【ベビー】10/30（水）10：50 ～
参加費　100円 ※別途施設利用料100円
フォトブック（製本タイプ）作りセミナー

※10/24（木）受付開始
日時　11/21（木）10：00 ～ 11：50
内容　好きな布を使って写真をまとめる
フォトブックを作ります
定員　10人
参加費　700円（台紙・布用のり代 ほか）
※保育利用別途700円

「育ちの森へようこそベビー」

日時　10/21（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

「ママと一緒にフラダンス」

日時　10/23（水）10：20 ～
対象　1歳7カ月末までの子とママ
ハイハイのへや

日時　10/24（木）14：00 ～
対象　ハイハイしてからの赤ちゃんと保
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

健康・福祉

ガイド

健康・福祉

ガイド

健康・福祉

ガイド
妊娠・出産・子育て
健康福祉課健康増進係（☎25－5685）

11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　令和元年7月生まれ

【1歳誕生歯科健診】
対象　平成30年11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4月生まれ

【3歳児健康診査】
対象　平成28年5月生まれ

11月の離乳食講習会　※要申し込み

【はじめての離乳食】
日時　11月27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　10月23日（水）から市役所
コールセンター（☎025－243－4894）

妊婦歯科検診

日程　11月14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

健康づくり
健康福祉課健康増進係（☎25－5686）

笑顔健康クッキング ※要申し込み

開催日 会場 申し込み期間

11/21
（木） 新津健康センター 10/23（水）～

11/14（木）

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　筋肉を元気に！簡単クッキング
定員　先着20人
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）

11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

11/7（木） 小須戸まちづくりセンター

11/8（金） 小合地区コミュニティセンター

育児相談　※申し込み不要

日時　10月25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

成人の健康相談　※要申し込み

日時　11月1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

　子どもと自由に遊んだり、保護者同士の交流や情報交換の
場としてご活用ください。※参加無料
日時　11月7日・21日（木） 午前10時～午後0時45分（祝日は休み）
　　　※毎月第1・3木曜に開催しています
会場　新津地区公民館
対象　未就園児（0歳から）と保護者
持ち物　子どもの着替え、飲み物、おやつ ほか
問い合わせ　同館（☎22－9666）

子育て
サロン「ポッポ－！」

11月7日（木）は、素敵な本を
ご紹介する「ブックカフェ」を
開催します！お好きな飲み物
をご持参ください。

忘れていませんか？特定健診・がん検診
　対象となる40歳以上の方に「平成31年度 特定健康診査・
がん検診受診券」と冊子「各種検診のご案内 検診いっ得？」
を4月に発行しています。
　メタボリックシンドロームとがんは、毎年受診することで
発症するリスクを減らすことができます。自分、そして家族
や大切な人たちのため、忘れずに検診を受けましょう。
問い合わせ　健康福祉課 健康増進係（☎25－5686）

★特定健診

　お近くの病院・医院（委託医療機関）で直接予約し、受診してください。
自己負担金　500円（60歳以上 無料、40 ～59歳の市民税非課税世帯は事前申請により無料）

★がん検診

　今年の集団検診（胃・肺・乳がん）は12月で終了します。忘れずに受診しましょう。
自己負担金　70歳以上無料、41 ～69歳の市民税非課税世帯は事前申請により無料

※特定健診・がん検診の詳細は冊子「検診いっ得？」をご覧ください

広告スペース

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35回 秋葉区吹奏楽フェスティバル

　吹奏楽部を有する区内の学校や社会人
の団体が一堂に会し、互いの演奏を聴き、
また、合同演奏を通じて交流を図ります。

11月3日（日・祝）午後1時半～
　（開場は午後1時）

秋葉区文化会館 ホール
先着480人
無料 （入場には同館受付で配布して

　いる無料整理券が必要です）
新津第五中学校の矢澤さん（☎22－0477）

第7回 秋葉区自治協議会

10月25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 企画担当（☎25－5672）

早出川ダムの流木 無料配布

11月22日（金）までの平日
　午前9時半～午後3時半
配布資材　長さ1㍍直径40㌢程度の流木
引き渡し場所　早出川ダム 流木置き場
　　　　　　　（五泉市小面谷）
配布量（1人） 　軽トラック3台または
　　　　　　　1㌧トラック1台程度
※希望する配布量・配布日時を事前に　
　申し込んでください

11月15日（金）までの平日 午前9時～
　午後5時に新潟地域振興局 新津地域
　整備部 早出分室（☎55－6304）

古い雑誌 お分けします

　古い雑誌を無償でお譲りします。申し
込みは不要です。

11月3日（日・祝）午前10時～11時半
　（午前9時15分から整理券配布）

新津図書館2階 研修室
※1人10冊まで（午前11時以降は冊数
　無制限）

同館（☎22－0097）

ものわすれカフェ

　もの忘れが気になる方、心配な方、本
人やご家族どなたでも、ゆっくりお話を
してリフレッシュしませんか。

10月24日（木）
　午前10時半～正午

新津図書館2階 研修室1・2
秋葉区社会福祉協議会

　（☎24－8376）

こども勉強会　参加者募集

　ボランティアの大学生が受験勉強や学
校の宿題を指導します。

令和2年3月までの毎週日曜　
　午前9時半～正午（祝日・年末年始除く）

江南区 亀田西地区
　※詳細は参加決定時にお知らせします

市・県民税の所得割が課税されていな
　い世帯の小学5年生～中学生
　※応募多数の場合は世帯状況を考慮し
　　て選定

秋葉区健康福祉課保護係に設置して
　ある申込書に必要事項を記入し、同係
　へ（秋葉区役所1階　15番窓口）
※年度内随時受付可・決定まで2週間程度
　かかります

同係（☎25－5684）

ノルディック・ウオーキング無料体験会

　ポールを使った足腰に負担の少ないウ
オーキング方法を体験してみませんか。

10月30日（水）午前10時～11時
雁巻緑地公園（雨天時は小須戸体育館）
15歳以上（中学生除く）・先着15人

持ち物　運動靴（雨天時は内履き）、
　　　　運動のできる服装、
　　　　飲み物、タオル
※ポールの無料貸出し有り

10月28日（月）までに小須戸
　武道館（☎38－2121）

マザーズ再就職支援セミナー

　結婚・出産・子育てなどで退職し、そ
の後再就職を希望する方に向けた就職支
援のセミナーです。

11月21日(木)午後1時半～3時半
新津健康センター  第1健康学習室
社会保険、保育園の制度、企業から

　の説明、就職活動のポイント ほか
先着20人

　※生後6カ月から就学前までの幼児の
　　保育を希望する場合は、申し込み時
　　に連絡(先着12人）

11月11日（月）までに健康福祉課　
　児童福祉係（秋葉区役所1階 16番窓口
　☎25－5683）

阿賀野川の伐採木　無償提供

提供時期　12月中旬予定（平日昼間）
提供木　長さ1㍍直径10 ～30㌢程度の
　　　　ヤナギなどの幹
引き渡し場所　阿賀野川左岸
　　　　　　　（秋葉区金屋地先予定）
提供量（1世帯） 　軽トラック1台程度

区内在住で、自家消費を目的とした
　個人（応募は1世帯1件まで）
　※応募多数の場合は抽選

11月8日（金）午後5時までに所定の申
　し込み用紙を持参、郵送、ファクス、
　メールのいずれかで、北陸地方整備局
　阿賀野川河川事務所 管理課
　（〒956－0032 秋葉区南町14－28、
　 23－3143、　
　メール hrr-h315601@mlit.go.jp）

同事務所（☎23－4367）
※詳細はホームページをご覧下さい
　(http://www.hrr.mlit.go.jp/agano/)

　プチ書道教室
　～ちょっとした筆遣いを習う～　

　祝儀袋やあいさつ状、結婚式での署名な
ど、社会生活に役立つ書道を学びませんか。

11月12日・26日（火）
　午後7時～8時半（全2回）

小須戸まちづくりセンター
先着18人

持ち物　筆ペンまたは小筆・墨・硯
11月1日（金）までに小須戸地区公民館

　（☎25－5715）
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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
10/22㈫・29㈫ 午前10時半から

（0～3歳児対象）
10/22㈫・29㈫ 午後3時から
10/26㈯、11/2㈯ 午後2時から
■荻川地区図書室
10/26㈯、11/2㈯ 午前10時半から
■金津地区図書室
11/2㈯ 午後1時半から

■心配ごと相談
10/21㈪・25㈮・28㈪、11/1㈮

　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

◇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）

11月17日号の原稿締め切り… 10月23日（水）
12月1日号の原稿締め切り… 11月6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

認知症サポーター養成講座
　認知症について学び、認知症の人との
関わり方などの基本的なことを学びます。

11月5日（火）午後1時半～ 3時
朝日町内会館
区内在住の認知症について関心が

　ある人・先着10人
医療法人社団 健進会 朝日支部の

　高塚さん（☎22－3429）

新津工業高校 文化祭「飛翔祭」
11月9日（土）　午前10時～午後2時
新津工業高校（新津東町1－12－9）
実習の実演、作品の展示販売、模擬店、

　飛翔祭茶会 ほか
同校 生徒会（☎22－3441）

秋季囲碁大会
11月10日（日）午前10時～午後5時

　（受付は午前9時半から）
新津地域学園（新津東町）
①段級位差によるクラス別のトーナ

　メント戦②各クラスの優勝者は免状取
　得可（実費負担で初段～四段）

支部会員1,000円、会員外1,500円、
　高校生以下1,000円

11月2日（土）までに日本棋院新津支部の
　樋口さん（☎23－6700）

税を考える週間 特別講演会
11月13日（水）午後3時半～ 5時
割烹 一楽（新津本町2－7－10）

テーマ　「80歳エベレスト登頂とその秘密」
講師　三浦豪太さん（プロスキーヤー）

先着100人
持ち物　古タオル（介護施設などに寄贈）

新津法人会（☎23－3488、 25－7322）

小野里書道教室　生徒募集
希望者と相談
荻川コミュニティセンター
小学生以上・先着20人
月2,000円　※中学生以下1,000円

持ち物　習字用具
小野里さん（☎22－9036）

秋の特別講習
　綿布でテーブルセンターを編んでみま
せんか。

10月26日（土）午前9時～ 11時半
新津健康センター 和室
2,000円

持ち物　綿布長め、ハサミ、ものさし、
　　　　かぎ針8号、チャコペンシル、
　　　　敷物として厚めの紙

富樫さん（☎025－260－2143）

第25回 萌芽会展
10月22日（火・祝）～ 27日（日）

　午前10時～午後5時（27日は午後4時まで）
新津美術館 市民ギャラリー
洋画、日本画、陶芸、版画、写真 ほか
萌芽会の押味さん（☎24－9543）

第30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。

11月1日～ 12月20日の毎週金曜
　午後7時～ 9時（全8回）

秋葉区内および近隣の体育館
秋葉区に在住・在勤の硬式テニス

　初心者・先着若干名
持ち物　テニスシューズ、ラケット

2,500円
10月28日（月）までにイエロークラブの

　岩倉さん（ 090－2240－1471）

秋葉区の茶と菓子を楽しむ会
　秋葉区の茶についての講習会です。当
日は「あきは紅茶」と「あきはスイーツ」を
お出しします。

11月4日（月・振休）午後1時半～ 2時半
八帖二間（新津本町2－1－27）
先着8人
1,000円（お茶、お菓子、資料代）
新潟茶摘み倶楽部の北川さん

　（☎025－225－5312）

☎23－5000（リクエスト ☎23－5900）
23－5100　http://www.chat761.com
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2019 年10 月20 日～11月2 日分

月～金 7:30 モーニングブリーズ
  7:50 （10/25) 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◆大塚商会
日曜日	 7:00 おはようサンデー 
  8:55 （10/20）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
22:00  サムシング

あきは未来フォーラム
秋葉区文化会館 会場

日時 午後1時半～4時半11月4日 月・振休

内容　・令和元年度 青少年健全育成功労者・功労団体表彰
　　　・中学生「わたしの主張」発表
　　　・アトラクション　新津第一中学校 合唱部
　　　・講演会「命の参観日」　
　　　　講師 玉城ちはるさん（シンガーソングライター）
定員　480人
問い合わせ　新津地区公民館（☎22－9666）玉城ちはるさん

入場無料・全席自由

住み慣れた地域で、 誰もが安心して暮らせる地域社会を目指して

プログラム（参加無料）

第1部　午後1時半～2時
表彰式　 社会福祉功労者表彰

第2部　午後2時～4時半　　
基調講演　「子どもの貧困～見えづらい実状を考える～」
講師　林 明子さん（大妻女子大学家政学部児童学科 専任講師）
シンポジウム　新潟市内の取り組み発表
エンディング　新津第一中学校合唱部

　誰もが安心して住み慣れた地域で暮らすこと
ができるように「子どもと貧困」をテーマに、子
育て世代を取り巻く環境を理解し、様々な支援
の取り組みを学び、私たちにできることを考え
ていきましょう。
申し込み　秋葉区社会福祉協議会（☎24－8376）

～貧困の連鎖を繰り返さないために地域でできることを考える～

無料保育あります！

対象 6カ月～就学前児
定員 先着3人
※11月10日（日）までに
　要予約

12月1日日
午後1時半～4時半

日時

秋葉区文化会館 会場

申し込み	☎25－2400秋葉区総合体育館

レスミルズ イベント「Link 2019」

タイムスケジュール ※①②とも同内容 対象 ・ 定員 参加費

ボディジャム
ヒップホップなど様々なダンスの
動きを取り入れたプログラム

①午後1時15分～ 2時15分
②午後2時40分～ 3時40分 高校生以上の人

各回先着100人
1回1,000円

ボディコンバット
キックやパンチなど格闘技の動き
を取り入れたプログラム

①午後4時5分～ 5時5分
②午後5時半～ 6時半

会場 秋葉区総合体育館日程 11月2日土
　人気のエクササイズシリーズ「レスミルズ・プログラム」に気軽に参加してみませんか。
持ち物　内履き、タオル、飲み物

令和元年度 秋葉区青少年健全育成・人権啓発・安心安全社会推進大会

スマート農業
を体験 中原市長が区内の農業法人を視察

　10 月 4 日、中原市長が新関地区でスマー
ト農業技術の開発・実証プロジェクトを
行っている「株式会社 白銀カルチャー」の
ほ場と作業場を視察しました。
　市長は、実証中の自動運転トラクターの
説明を受け、実際にもち麦の種まき作業を
体験しました。同社では、スマート農業の
実践により生まれた余剰人員で、カリフラ
ワーの生産を行っており、市長は出荷作業
を視察しながら「儲かる農業」の実現につ
いて生産者と意見を交わしました。

自動運転トラクターに乗り
説明を受ける中原市長

きらりん

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

広告スペース


