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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

電 話 0250－23－1000（代表）
FAX 0250－22－0228
ホームページ http://www.city.niigata.lg.jp/akiha/
Eメール chiikisomu.a@city.niigata.lg.jp

秋葉区 人口：76,267人（－１５６） 男：36,６９５人（－６７） 女：39,572人（－89） 世帯数：30,583世帯（+91） 令和3年3月末現在（カッコ内は前月比、住民基本台帳による）

ちょこっと旅 気分♪

秋葉区を楽しもう ！

ゴールデンウイークが始まりました。秋葉区には気軽にお出かけするのにぴったりなスポットがたくさんあります。
新緑が美しいこの季節、大人も子どもも楽しめる秋葉区自慢の里山や公園を紹介します。

花いっぱいの公園をお散歩

石油の里で歴史を学ぶ
かつて日本一の産油量を誇っていた「新津油田」。石油の世界館では、その石
油採掘の歴史や石油と人との関わりを展示で学ぶことができます。また、館の
周辺には昔の石油採掘に関する産業遺産が多く残っており、「新津油田金津鉱場
跡」として国の史跡に指定されています。ガイドマップを見ながら散策してみて
はいかがでしょうか。

新潟県立植物園では、5月16日まで
「にいがた
新潟県立植物園（☎２４－６４６５）
の花 シャクナゲ・ツツジ展」
を開催中。最新品種、
開館時間 午前9時半～午後4時半
野生種、珍しいものなど、貴重で華やかなコレ
休館日 月曜（祝日の場合翌日）
クションを大公開します。
入館料 大人600円、
屋外園地では日本最大規模のシャクナゲ園が
シルバー500円（要身分証）、
見頃を迎えて、樹高4mを超えるシャクナゲの
高校生・学生300円（要学生証）、
大株100本以上が次々に開花します。温室内の
小中学生100円（土日祝日無料）
企画展示とあわせて、ぜひご観賞ください。

開催中の
「シャクナゲ・ツツジ展」

園内のシャクナゲ園

里山歩きで自然を楽しむ
菩提寺山の遊歩道を歩いて、自然を満喫するのはいかがでしょうか。
里山ビジターセンター→ふれあいと交流の森→菩提寺山山頂→白玉の滝
→里山ビジターセンターのコースは、約６km、
2時間10分程のコースです。

里山ビジターセンターには更衣室（無 四季折々の自然を楽しみながら、森林
料）があり、登山前の準備ができます。 浴をたっぷり満喫。

←ガイドマップ
史跡
『新津油田金津鉱場跡』
「石油の世界館」
や
「里山ビジターセンター」
で
配布しています
石油の世界館（☎２２－１４００）
開館時間 午前9時～午後5時
（入館は午後4時半）
休館日 水曜
（祝日の場合翌日、
5月･11月は無休）
、年末年始
入館料 無料

花の湯館で疲れを癒す
自分へのご褒美に、花の湯館でゆったり過ごすのはいかがでしょうか。温泉
とくつろぎのスペース、おいしい料理でお迎えします。

2階の大広間では、のんびり読書を楽
しむなどゆっくりくつろげます。

毎週日曜日はアヒル風呂。子どもた
ちに大好評のイベントです！
温泉カフェわかばの心地よい空間で、
おいしい料理はいかがですか。地元
工場の塩糀を使ったカレーうどんや
さっぱりしてるのにコクがある豆乳
ソフトなどお腹も満足できます！

菩提寺山山頂からは、青空と新緑のき
れいな眺めを見ることができます。

白玉の滝で水の音や鳥の鳴き声に耳を
傾け心をリフレッシュ。

クマの活動時期に入りました。山に行く時は、鈴やラ
ジオなど音の出るものを身につけましょう。クマの目
撃情報は新潟県のホームページから確認できます。→

花の湯館（☎38－5800）
営業時間 午前10時～午後9時
休館日 毎月第2水曜、12月31日
温泉入館料 中学生以上500円
（タオル別） 小学生150円
温泉カフェわかば
営業時間 午前11時～午後9時
※温泉カフェわかばのみの利用も可能

ソフトドリンク
クーポン

温泉カフェわかば
をご利用の方に
ソフトドリンク
1杯プレゼント
1枚につき
1名様限り
利用期間 令和3年
5/10～16まで
（5/12は休館）
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健康・福祉ガイド
健康づくり
健康福祉課健康増進係
（☎25－5686）

6月11日
（金）午前9時半～11時半
（受付は午前9時15分～9時25分）
会場 新津健康センター1階 機能訓練室
定員 先着12人
内容 よくわかる検査値の見方の話、
すぐに役立つ食事・運動の話と実践
持ち物 健康診断の結果、筆記用具、
上履き、飲み物
申し込み期限 6月9日
（水）
日時

日時 6月4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

骨粗しょう症予防相談会
※要申し込み

日時 6月25日（金）午前9時半～正午
会場 新津健康センター
内容 骨密度測定、食事の話
対象 18歳以上の市民（骨粗しょう症で
治療中の人は除く）
申し込み 5月6日（木）から市役所コー
ルセンター
（☎025－243－4894）

各種検診案内

乳がんマンモグラフィ集団検診日程

健康福祉課健康増進係
（☎25－5686）

※要申し込み

肺がん
（結核）
検診日程 ※予約不要
検診日

時間

対象

会場

6/4 午前9時～11時 男性 新津地区勤労
（金） 午後1時～3時 女性 青少年ホーム
6/16 午前9時
（水） ～11時半

男女

6/22 午前9時～11時 男性
（火） 午後1時～3時 男女

金津地区コミュ
ニティセンター
新津健康
センター

検診日

時間
※

会場

予約
開始日

6/3
（木）

②～⑨

新津健康
センター

5/9
（日）

6/6
（日）

新津地区勤労
②～⑤ 青少年ホーム
※会場変更

6/17
（木）

②～⑨

新津健康
センター

5/9
（日）
5/15
（土）

行政書士 無料相談会

初心者ソフトテニス講習会

＝申し込み

行政書士が、遺言・相続・エンディン
グノートに関する相談に応じます。お気
軽にご相談ください。
5月19日、6月16日、7月21日
（水）
①午後2時～3時②午後3時～4時
新津図書館
市内在住、在勤、在学の人・各日2人
5月6日（木）から新津図書館
（☎22－0097）

B型肝炎特別措置法
電話相談・個別相談
集団予防接種でB型肝炎になった人と
その家族を対象に、弁護士による無料相
談を行います。
5月8日（土）午前10時～正午
全国B型肝炎訴訟新潟事務所
（中央区西堀前通1）
B型肝炎特別措置法に基づく給付金
支給手続きに関する相談
相談方法
・電話相談(☎025－223－1130)
・面談相談（前日までに要予約）
同事務所（☎025－223－1130）

揚川発電所ダム放流警報装置

育ちの森

利用対象 ３歳以下のお子さんと保護者
※月曜・水曜の午前と木曜・金曜の午後…ベビー（1歳7カ月まで）
対象

☎21 － 4152

セミナー受付時間9:00～17:00

４月より金曜午後もベビー（１歳７カ月まで）対象となります。
利用定員を設けています。予約もできますが、空きがあれば当日入館可。
予約受付時間： 9 :0 0 ～ 17:00（土曜午後、日曜祝日を除く）
空き状況はホームページでご確認ください
ママと一緒にフラダンス
パパとタッチケア ※受付中
日時 ①5/10（月）②5/27（木）10：20 ～ 日時 5/29（土）10：20 ～
対象 ①1歳7カ月までの子と保護者
対象・定員 ハイハイ前の子と父親・先着4組
②3歳以下の子と保護者
利用料 100円
利用料 100円

新型コロナワクチン集団接種について
秋葉区の集団接種会場は、新津健康
センターとなります。接種日や予約方
法は市報１面～３面をご覧ください。

お車でお越しの方

新津健康センターの駐車場をご利用
ください（地図の★）。満車の場合は
秋葉区役所駐車場をご利用ください
（地図の◎）
。

バスでお越しの方

【区バス】
秋葉区役所・総合体育館前下車
徒歩 約12分
（地図バス停①）
程島ショッピングセンター前下車
徒歩 約10分
（地図バス停②）
【新潟交通観光バス】
秋葉区役所前下車
徒歩 約12分
（地図バス停①）
※バスの運行時刻は「秋葉区公共交通
ガイド」
をご覧ください

◎駐車場

＝対象・定員

令和3年度夏季秋葉区バスケット
ボール大会中止のお知らせ
6月13日（日）に開催予定の大会は、新
型コロナウイルス感染拡大防止のため、
中止となりました。
次 回 の 冬 季 大 会 は、 令 和4年2月6日
（日）に開催する予定です。
秋葉区バスケットボール協会事務局
（阿部自動車興業内、☎21－6111）

＝問い合わせ

6月6日
（日）
午前9時～午後3時
（受付は午前8時半から）
※雨天時は6月13日
（日）
に延期
新津地域学園 庭球場
区内に在住・在勤する小学3年生以上の人
1,000円
（当日持参）
持ち物 運動のできる服装、帽子、
テニスシューズ
（運動靴でも可）
、タオル、
ラケット
（貸出し有）
、昼食、飲み物
5月28日
（金）
までに秋葉区ソフトテニス
協会の細田さん
（ 23－3093、
090－4596－9745、
メール yoshio177@gmail.com）

春季秋葉区ソフトテニス大会
■一般
（男子・女子）
5月23日
（日）
午前9時から
（受付は午前8時半から）
※雨天時は5月30日
（日）
に延期
小須戸運動広場 庭球場
1ペア 2,000円
（当日持参）
※高校生・秋葉クラブ会員は1,000円
5月14日
（金）
までに秋葉区ソフトテニス
協会の細田さん
（ 23－3093、
090－4596－9745、
メール yoshio177@gmail.com）

高齢者やその家族の無料相談窓口
高齢の方やその家族の皆さん、心配ご
とや悩みごとを話してみませんか。電話
または窓口で相談できます。
新潟ユニゾンプラザ3階
（中央区上所2）
■一般相談
毎週月曜～金曜 午前9時～午後5時
（祝日、年末年始は休み）
■専門相談（要予約）
5月10日・24日、6月14日・28日
（月）
午後1時半～4時
相談内容 相続問題、金銭貸借 ほか
新潟県高齢者総合相談センター
（☎025－285－4165）

認知症の方や家族の無料電話相談
認知症の方やその家族の無料相談窓口
です。福祉の有資格者や介護経験者など
が電話で相談を伺います。
毎週月曜～金曜 午前9時～午後5時
（祝日、年末年始は休み）
相談電話 新潟県認知症コールセンター
（☎025－281－2783）

新津B&G海洋センター

プール営業開始
問い合わせ ☎23－4800

新津健康センターの地図
総
合
体
育
館

＝内容

バス停①
秋葉区役所前

秋葉区役所

開館時間 6月1日（火）～9月30日
（木）
午前9時～正午、午後1時～5時、午後6時～9時

※月曜日休館
（7月26日、8月2日・9日・16日除く）
その他、9月5日
（日）
・21日（火）も休館日となります
※水温が22度を下回る場合や雷の危険がある場合は一時閉館とします

料金 一般…200円、65歳以上・小中学生…100円（65歳以上の方は身分証明書提示）
※就学前児、障がい者手帳・療育手帳・精神障がい者保健福祉手帳をご提示の方は免除

←新津健康センター
★駐車場
ガソリン
秋葉消防署 スタンド

バス停②
里 程島ショッピング
味 センター前

さんぽう亭

バス停②

※集団接種日は、新津健康センターの
浴室
（風呂）の利用はできません
ホームページはこちら→

プール監視員募集
900円（交通費を含む）
5月後半～10月前半
※夏休みのみも可能
内容 プール監視、受付、屋外作業
時間 午前7時半～午後10時半のうち
4 ～8時間（要相談）
対象 18歳以上（高校生不可）
応募人数 15人程度
申し込み 同センター (☎23－4800）
※研修を行うため、未経験者でも可
時給
期間

広告スペース

ルールを守って、楽しく泳ごう！
◆ スイムキャップを必ず着用してください。
◆曜日、時間帯によって、泳げるコースが変更される
場合があります。詳しくはお問い合わせください。
◆ おむつの取れていないお子さんは保護者監視のうえ、
水着の下にスイミングパンツを着用してください。
◆ 小学4年生以下のお子さんは、水着を着用した原則
20歳以上の方の付き添いが必要です。
◆サタデーパスポートが利用できます。
（7/25 ～8/31除く）

◇ ◆ イ ベ ン ト に 参 加 す る 場 合 は 、 マ ス ク を 着 用 す る な ど の「 新 し い 生 活 様 式 」の 実 践 を お 願 い し ま す ◆ ◇

市役所コールセンター
吹鳴試験について
（☎025－243－4894）
揚川発電所ダム放流警報装置の機能確
午前8時～午後9時 年中無休
胃がん検診日程 ※要申し込み
認のため、サイレンの吹鳴試験を行いま
■共通事項
時間
予約
す。ご理解とご協力をお願いします。
時間※
検診日
会場
※
開始日
5月10日（月）～21日（金）
①午前9時～9時半 ②午前9時半～10時
午前9時～午後5時の間に複数回実施
新津健康
6/9
（水） ①～⑤
5/11（火） ③午前10時～10時半④午前10時半～11時
※天候等により試験日時が変更になる
センター
⑤午前11時～11時半⑥午後1時半～2時
ことがあります
新津健康
⑦午後2時～2時半 ⑧午後2時半～3時
6/30
（水）①～⑤
6/3（木）
阿賀野川水系阿賀野川流域
センター
⑨午後3時～3時半
（秋葉区六郷地内＜深川地点＞～
持ち物 受診券、健康保険証、上履き、
申し込み 新潟県労働衛生医学協会
阿賀町黒岩地内＜揚川ダム地点＞間）
靴袋、個人記録票、自己負担額（胃がん、
☎025－370－1800
サイレンの吹鳴試験（30秒程度、継続
乳がんのみ）、バスタオル（乳がんのみ）
平日午前9時～午後4時半
的に数回吹鳴します）
/ 利用料 100 円
開館日 毎週月曜～金曜、土曜（午前のみ）
利用料 100円
東北電力（株）阿賀野川ダム管理所
にいつ子育て支援センター
開館時間 9：00 ～ 12：00、13：00 ～ 16：00
（☎0241－47－2006）
申し込み

＝会場

＝参加費
（記載のないものは無料）

電 話 番 号（ ☎ ）は 市 外 局 番 ０ ２ ５ ０ を 省 略 し て い ま す

半日1回でよくわかる！
健康ミニ教室 ※要申し込み

成人の健康相談 ※要申し込み

お知 らせ

＝日時

あきは 区役所だより
◇ ◆ 新 型コロナ ウ イ ルス の 感 染 拡 大 を 防 ぐ た め 、 一 部 イ ベ ン ト 等 が 中 止・延 期 に な る 場 合 が あ り ま す 。 各 問 い 合 わ せ 先 へ ご 確 認 く だ さ い 。 掲 載 情 報 は ４ 月
日時点のものです◆◇
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地域で見守りプロジェクト ぴいす金津

は
あき
信
通

金津地区では、子どもたちの安全を守るため、金津小中学校PTAと学校、地域
が協力して、通学路の犯罪の起こりやすい場所（ホットスポット）にオレンジ色に
塗装した「見守りの椅子」を設置しています。この活動は2019年から始まり、4月
4日に椅子を塗装するイベントが開催されました。椅子は地域の方から不要にな
ったものを寄付していただき再利用しています。子どもたちは珍しい作業に、楽
しんで取り組んでいました。

ホットスポットとは
●入りやすく見えにくい場所
●人の気配が感じられない放置された印象の場所

このような場所に椅子を設置して、子どもたちに危険な場所を知らせるとともに、
地域住民に自由に座ってもらうことで、見守り活動に参加してもらい、多くの人
に防犯に関わってもらうことを目指しています。
ぴいす金津代表の中野妙さん
（左）
と金津コミ
ュニティ振興協議会会長の青木貞義さん
（右）
。
「ぴいす金津は、普段忙しくて通学路の見
守り活動ができない保護者や地域の皆さんで
も参加できる防犯活動です。椅子を寄付する、
塗装する、座る、見かける…どんな形でも関
わってもらうことで、地域全体の防犯意識の
向上と継続につながると考えています。みん
なで子どもたちを守っていきましょう」と話
してくれました。

いろんな人と遊んだりおしゃべりしましょう♪

子育て
サロン

ポッポー！

手形☆足形七夕アート
手形☆
日時 6 月 3 日木 午前10時～正午

会場 新津地区公民館 ※参加無料
参加時のお願い
★自宅での検温
対象・定員 就学前児
（０歳から）
と保護者・先着7組
★マスクの着用
持ち物 ウェットティッシュ、飲み物、着替えなど
★入室時手指の消毒
申し込み 5月6日
（木）
～21日
（金）
の
午前9時～午後5時に同館
（☎22－9666） ※初めての方優先
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

こどもとおとなの
プログラミング体験会

パソコンや電子基板を使い、さまざま
なプログラミングを体験します。
①5月29日
（土）
②6月27日（日）
いずれも午後1時～ 5時
①新津地域交流センター
②金津地区コミュニティセンター
各回15組
（小学4年～ 6年生と大人の
ペア） ※応募多数の場合は抽選
①5月15日まで②6月13日まで
メール
（akiha.otonakodomo.
programming@gmail.com）もしくは
ホームページから→
同実行委員会の長橋さん
（ 090－4410－7267）

新潟歩く会
鳥屋野潟スポーツ公園歩行会

初級音声訳ボランティア養成講座
受講生募集

音声訳の知識や技術の基礎を学びま
す。
6月5日・12日・19日の土曜（全3回）
午後1時半～ 3時半
新津地域交流センター
先着8人
音声訳「さやの会」の羽生さん
（ 090－5502－3124）

認知症介護者のつどい

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、介護のコツを
話し合います。
5月13日（木）午後1時半～ 3時
新津健康センター 3階
100円
佐藤さん（ 090－7208－9344）

無料カウンセリング

5月30日
（日）
午前8時半～正午
コース 越後石山駅西口（集合）→スポー
ツ公園→鳥屋野潟公園→スポーツ公園→
越後石山駅西口広場
（12㎞）
5月22日までに同会の工藤さん
（ 090－2556－4757）

夫婦、家族、仕事、転職、人間関係な
どさまざまな悩みに心理カウンセラー
が、対応します。
5月23日（日）午前9時～正午
クロスパルにいがた
（中央区礎町通３）
先着10人
5月22日までに新潟県カウンセリング
協会傾聴の会（ 090－3210－0051）

◇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）

6月 6日号の原稿締め切り… 5月12日（水）
6月20日号の原稿締め切り… 5月26日（水）

こどもの読書週間実施中

この本、だいすき！6月1日火まで

【見本】

あなたの大好きな子ども向けの本を紹介してください！あなた
の一冊が、誰かの新しい出会いにつながります。
新津図書館に設置している付箋紙に、好きな本の名前を書いて、
正面玄関のコーナーに貼りましょう。大人の方の参加も大歓迎！
問い合わせ 新津図書館
皆さんの参加をお待ちしています。
（☎22－0097）

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
5/4㈫・11㈫ 午前10時半から
（0～3歳児対象）
5/4㈫・11㈫ 午後3時15分から
5/8㈯・15㈯ 午後2時から
■荻川地区図書室
5/8㈯・15㈯ 午前10時半から
■金津地区図書室
5/15㈯ 午後2時から
■小須戸地区図書室
5/15㈯ 午前10時半から

各種無料相談
＝日時

＝会場

＝問い合わせ

■心配ごと相談※予約不要
5/7㈮・10㈪・14㈮
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
月～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）

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
5/10㈪ 午前8時半～午後5時半
■新津地域交流センター
5/10㈪ 午前9時～午後9時
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。

広告スペース

５月２日～ 15 日のおすすめ番組！
◆クリック！秋葉区◆

毎週月～金曜 午前 10 時～ 11 時に秋葉区
役所がお届けする行政情報番組。区内のイ
ベント情報やお役立ち情報をお知らせして
います。
5 月 7 日 ( 金）の「本日
Akiha 日和なり」のコーナー
は本田富義さんが出演。大
河ドラマで注目されている
幕末の戊辰戦争で、荻島を
舞台にした戦いを取り上げ
ます。結新田の名主啓助の
運命はいかに…。放送をお楽しみに。

◆モーニングブリーズ◆

毎週月～金曜 午前７時半～ 9 時放送。平日
の朝、パーソナリティが日替わりでフレッ
シュな情報をお届けします！

月曜 : 真保和実

火曜 : 大澤若奈

木曜 : 齋藤有美
水曜 : 桐生淳子
インターネットからも
聴くことができます↓

金曜 : 磯村康子
番組表は
こちら↓

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

