
問い合わせ　産業振興課（☎25－5689）

8月１６日　日 程 火

秋葉区で開催される夏祭りをご紹介します。
コロナ禍のため内容を変更しての開催になりますが、
今年は3年ぶりに屋台まつりや燈籠運行も開催されます。
感染対策をしっかりして、みなさんぜひお出掛けください。

今年は時間を短縮して開催します。

新津本町中央公園で
「にいつ夏まつり縁日」を開催

（雨天時は１７日（水）に順延）

8月１9日 　・20日日 程 金 土

今年は車に燈籠を載せて運行します。

8月24日 　・25日日 程 水 木

時間　午後７時半～８時１５分
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）

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

会場 小須戸本町通り 
 ほか
問い合わせ　
 産業振興課
 （☎25－5689）
※交通規制は行いません。
※小須戸商工まつりは
　中止となりました。

日時 ８月２０日（土）
 午前１０時～午後９時
会場 新津本町中央公園
内容 キッチンカー、Ｃ５７焼など飲食物の販売
問い合わせ　産業振興課　☎25－5689

行事

屋台まつり

近郷里神楽
大奉納祭

日程

１９日（金）

２０日（土）

１９日（金）

開始時間
午前９時、
午後７時半

午前８時半、
午後７時

午後６時半
（堀出神社神楽殿）

行事
民謡踊り
小須戸神楽舞
各組燈籠運行
盆踊り

日程
２４日（水）

２５日（木）

開始時間
午後７時
午前７時
正午

午後6時半

※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丁目駐車場が開放されます。
※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。
※栄町通りの祭礼露店は中止となりました。

16日 19：00～22：00 19日 19：00～22：00
19日 19：00～22：00 20日 19：00～23：10
20日 19：00～23：10 19日 13：00～21日 9：00
20日 9：00～22：00
※新津本町中央公園イベント

20日 18：30～20：00
20日 19：00～20：30

新津交通規制図（８月１６日・１９～２０日）

新津本町
中央公園

跨線橋
堀出神社

本町3丁目
駐車場 ←16日（雨天17日）のみ

新津地域
交流センター

新町大橋
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第二小

にいつ夏まつり実行委員長　阿部　隆さん
昨年、一昨年と、にいつ夏まつりが中止となり寂しい夏を過ごしました。
今年は3年ぶりに開催できることをとてもうれしく思います。
地域の伝統文化を守るため、開催に向けて準備を進めています。
ぜひ一人でも多くの方に会場へ足をお運びいただきたいと思っています。

※開催情報は7月29日時点のものです。
　感染状況により、主催者の判断で中止になる場合があります。

編集・発行
〒956－8601　新潟市秋葉区程島2009番地
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秋葉区　人口：75,464人（－34）　男：36,320人（－16）　女：39,144人（－18）　世帯数：30,763世帯（＋5）　令和4年6月末現在（カッコ内は前月比、住民基本台帳による）

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



　9月25日（日）午前8時半から
　（受付は午前7時半から）　
　新津第三小学校前　発着　
種目・種別（1人1種目まで）

　小学生300円、中学生・高校生500円、
　一般・壮年1,000円　 
　8月9日（火）～9月2日（金）必着で、所
定の参加申込書と参加費を新津Ｂ＆Ｇ
海洋センター
　秋葉区陸上競技協会の小杉さん
　（　090－2423－0458）

①Ｂ＆Ｇ財団長杯ゲートボール大会
　9月21日（水）午前8時45分から
②第16回秋葉区長杯ゲートボール大会
　10月7日（金）午前8時45分から
　（いずれも受付は午前8時半から）
共通 
　新津七日町運動広場 ゲートボール場
　区内に在住・勤務する人　　
　1チーム1,000円　※当日持参
　9月6日（火）までに秋葉区ゲートボー
ル協議会事務局（新津地域交流センタ
ー内）へ郵送（〒956－0864　新津本
町1－2－39）、持参または同協議会の
水井さん（　090－4070－1489）

お買物、ご用命は秋葉区のお店で

開館日　毎週火曜～日曜　開館時間　9：00～17：00
対象　小学2年生までのお子さんと保護者、妊娠中の人
☎21－4152　新津育ちの森

各種検診案内
健康福祉課健康増進係（☎25－5685）

肺がん（結核）検診 ※予約不要

胃がん検診 ※要申し込み

申し込み 新潟県労働衛生医学協会
 ☎025－370－1800
 平日　午前9時～午後4時半

お誕生日days

8月生まれのお子さんに誕生日カードを
プレゼントします
日にち　8月9日（火）～12日（金）　

わくわくタイム

からだをつかってあそぼう
日時　8月18日（木）　
 午前10時半～10時45分

親子の絆づくりプログラム　※要申し込み

日時　9月1日・8日・15日・22日（木）　午後1時半～3時半（全4回）
会場　新津健康センター　　　　参加費　1,100円（テキスト代）
対象・定員　2022年4月～6月生まれの赤ちゃん（第1子）とその母親・先着10組
プレママ・パパセミナー　※要申し込み

日時　9月10日（土）　午後1時半～2時半
内容　赤ちゃんのいる暮らし、赤ちゃんの泣きについて、オムツ交換、沐浴の仕方など
会場　新津健康センター
対象・定員　2022年11月～2023年1月に出産予定の妊婦さんとパートナー・先着6組
持ち物　母子手帳、筆記用具、バスタオル1枚、飲み物　　参加費　無料

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

秋葉区　秋のマラソン大会

ゲートボール大会開催

「らくらくチケレス」で
区バスの運賃がお得に

漏水調査にご理解とご協力を

　9月30日（金）まで
　区バスキャッシュレス決済「らくらくチケ
レス」を利用すると秋葉区バスの運賃が
お得になります。

　・通常運賃180～210円→割引後100円
　・通常運賃 90～110円→割引後 50円
※シニア半わり、障がい者・免許返納者
割引後の運賃から

　さらに割引
　　　　　詳しくはこちら→
　地域総務課（☎25－5672）

　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（火）～11月30日（水）
調査区域
梅ノ木、浦興野、大鹿、川根、栗宮、小須
戸、古田、古田2、3丁目、小戸上組、小戸
下組、子成場、小屋場、出戸、新津、新津
四ツ興野、程島、蕨曽根、北上、北上1～3
丁目、下興野町、善道町1、2丁目、新津本
町1、2丁目、朝日、金津、蒲ヶ沢、塩谷、田
家2丁目、中村、東島、古津、割町
　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）

第45回秋葉区町内対抗壮年野球大会

新津地区グリーンセンター臨時休館

　9月10日（土）・11日（日）　
　金屋運動広場野球場、小須戸運動広場
野球場　
　同一自治会・町内会に居住する人で編
成され、自治会・町内会長の承認を得た
チーム
　1チーム 7,000円（代表者会議に持参）
代表者会議及び抽選会
　8月24日（水）午後7時から新津地区市
民会館第2会議室で開催
　8月19日（金）午後5時半までに所定の
参加申込書（市ホームページからダウン
ロード可能）を下記のいずれかに持参、
郵送またはメール
①金屋運動広場野球場
〒956－0823　金屋260－1
kanaya-athletic.park@kirameki.co.jp

②新津地域学園体育施設受付
〒956－0816　新津東町2－5－6
chiiki-gsports@kirameki.co.jp

③小須戸地区ふれあい会館
〒956－0113　矢代田35
fureai@rice.ocn.ne.jp

※「町内対抗壮年野球大会申込」と記載
　秋葉区野球連盟事務局の山田さん
　（　090－2333－2197）

　8月13日（土）～15日（月）
　同センター管理委員会（☎24－1746）

検診日

9/27
（火）

時間
午前9時
　　～11時
午後1時半
　　　～3時

会場
新津地域
交流センター
新津健康
センター

時間※

①～⑤

検診日

9/21
（水）
9/29
（木）

会場

金津地区
コミュニティセンター

小須戸
まちづくりセンター

予約
開始日
8/31
（水）
9/5
（月）

乳がんマンモグラフィ集団検診
※要申し込み

申し込み 新潟市役所コールセンター
 ☎025－243－4894
 午前8時～午後9時　年中無休
■共通事項
時間※  ①午前9時～9時半 
②午前9時半～10時 ③午前10時～10時半 
④午前10時半～11時 ⑤午前11時～11時半
持ち物 受診券、健康保険証、自己負担金

（胃がん、乳がんのみ）、個人記録
票（肺がん、胃がんのみ）、バスタ
オル（乳がんのみ）、上履き、靴袋
（金津地区・荻川コミュニティセン
ターのみ）

時間※

②～⑤

検診日

9/20
（火）
9/22
（木）

会場

新津健康センター

荻川コミュニティ
センター

予約
開始日

8/21
（日）

日時 9月14日（水）
 午前9時半～午前11時半
 （受付は午前9時15分から）
会場 新津健康センター
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、
 飲み物
申し込み期限　9月12日（月）

半日１回でよくわかる！健康ミニ教室
※要申し込み

日時 9月9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1階
内容　保健師・栄養士による個別相談
申し込み 健康福祉課地域保健福祉担当

（☎25－5695）

成人の健康相談　※要申し込み

日時 9月20日（火）
 ①午前9時40分～ ②10時～　
 ③10時20分～ ④10時40分～
 ⑤11時～ ⑥11時20分～
会場　新津健康センター
内容　骨密度測定、食事の話
申し込み 8月21日（日）から新潟市役所
コールセンター（☎025－243－4894）

骨粗しょう症予防相談会　※要申し込み

健康づくり
健康福祉課健康増進係（☎25－5686）

時間 午後1時半～3時半
 （受付は午後1時10分から）
定員 先着20人
持ち物　動きやすい服装、上履き、飲み物
申し込み 新津健康センター（☎22－2940）

フレイルチェック　※要申し込み

開催日
9/14
（水）

会場
新津地域学園
研修室305

申し込み期間
8/9(火)

　　～9/7（水）

とは？
雨の日の朝、頭が痛くてつらいなど、体調が悪いことはありませんか？
天気が原因で起きる「気象病」について分かりやすくお話します。

講師　新潟薬科大学薬学部准教授　中川 沙織さん 
定員　先着40人
申し込み　8月8日（月）から同支部事務局（区民生活課内　☎25－5678）

種目

1.5㌔

3㌔

5㌔

10㌔

種別

・小学1・2年生（男子・女子）
・小学3・4年生（男子・女子）
・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）

・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）
・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）

9月1日日時

会場

木

秋葉区役所　602、603会議室
午後2時～3時半

　ひとり親の方の就職活動支援のため、
臨時相談窓口を設置※申し込みが必要
　8月17日（水）午後2時～4時
　秋葉区役所1階健康福祉課
　児童扶養手当受給者・生活保護受給者
　健康福祉課保護係（☎25－5684）

出張ハローワーク
ひとり親全力サポートキャンペーン

新潟市住みよい郷土推進協議会　秋葉区支部　健康研修会

天気で病気が分かる？
病気で天気が分かる？気象病

生活改善 進委員養成講座　健康栄養セミナー

時間　午前9時半～正午
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できる人・先着15人
申し込み　9月7日（水）までに健康福祉課健康増進係（☎25－5686）

健康・福祉ガイド

内　容

講話「食生活改善推進委員とは」
　　「栄養・食生活の基本」
　　「生活習慣病予防と食事」ほか
体験「お家のみそ汁の塩分をはかってみよう」
　　「簡単！パッククッキング」
　　「体を動かして健康に！運動で健康づくり」ほか

会場

新津健康
センター

日程（全6回）
9月15日（木）
09月29日（木）
10月12日（水）
10月27日（木）
11月09日（水）
11月17日（木）

対象　高さ1m以上で道路などに接して
いて倒壊の危険性があるブロック塀など
補助率　2分の1（限度額15万円）　
　11月30日（水）までに建築行
政課（☎025－226－2841）
※予算がなくなり次第終了

ブロック塀等の撤去に補助

推食
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広告スペース

2022年（令和4年）8月7日 あきは 区役所だより2



お買物、ご用命は秋葉区のお店で

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

新津中央コミュニティ協議会主催事業

①秋の歴史文化健康ウォーク
　10月1日（土）　午前9時
　新潟県埋蔵文化財センター
駐車場集合

　八幡山～古津地区～朝日地区　
②文化・歴史講演会「桂家  その歴史と謎」
　第1回10月15日（土）（桂家の家計簿）
　第2回12月17日（土）（桂家と秋葉神社の謎）
　第3回令和5年2月18日（土）（桂家の一年）
　午後2時～（開場は午後1時半～）
　新津地域交流センター　
　各回先着100人（1回のみの参加可）
講師 新津郷土に親しむ会会員（小林千

枝子さん、広瀬秀さん）
　①、②いずれも（①は9/22までに）氏名、
住所、電話番号を明記してはがき（〒956
－0864　新津本町1－2－39）、ファクス
（　24－4229）、メール（niitsuchuo@g
　mail.com）で同協議会へ（☎24－4219）

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
8/9㈫・16㈫  午前10時半から（0～3歳児対象）
8/9㈫・16㈫ 午後3時半から
8/13㈯・20㈯ 午後2時から
■荻川地区図書室
8/20㈯　午前10時半から
■金津地区図書室
8/20㈯　午後2時から
■小須戸地区図書室
8/20㈯　午前10時半から

■心配ごと相談 ※予約不要
　8/8㈪・12㈮・15㈪・19㈮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）
　8/23㈫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
　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）

＝日時　 ＝会場　 ＝問い合わせ

各種無料相談

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

8月7日～20日のおすすめ番組！

◆クリック！秋葉区◆

番組表はこちら↓
インターネットからも
聴くことができます↓

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。
毎月第2金曜日は「自治協通信」のコー

ナー。8月12日は自治協議会の事務局であ
る地域総務課友坂さんが出演します。7月
25日（月）に行われた第4回秋葉区自治協
議会で話し合った議事内容や各部会の活
動報告についてお話します。ぜひお聴きく
ださい。

◆みなみーて！南区
　～区長のスケッチブック～（なじらねラジオ内）◆

毎月第2水曜日午前11時15分から放
送。南区の五十嵐雅樹区長が生出演して、
南区の魅力について紹介し
ています。8月10日の放送
では、昭和36年8月に起き
た中ノ口川の大水害から白
根を守った米俵のお話をし
ます。ぜひお聴きください。

9月1日日時

会場

木

新津地区公民館 2階 保育室
午前10時～11時45分

9月10日日時

会場

土

新潟県立植物園芝生広場（現地集合、解散）

午後2時～11日 日 午前11時

※各教室とも初回は無料体験あり

詳しくは
こちら→秋の運動教室新津B&G

海洋センター

申し込み　8月10日（水）午前9時半から　新津Ｂ＆Ｇ海洋センター（☎23－4800）

開催日時

8/19～12/16
の金曜日
（9/23除く）

8/22（月）

8/22～12/19
の月曜日
（9/12・19、
10/10・24、
11/14、12/12
除く）

教室名

後期やさしい
ヨガ教室

後期スッキリ！
ヨガ教室

ロコモ・フレイル
予防教室

はつらつ
健康教室

小学生スポレク
教室

午前9時45分
～10時15分

午前10時半
～11時半

午前9時半
～10時20分

午前10時半
～11時半

午後5時半
～6時半

対象・定員

60歳以上の
軽運動可能な人・
先着20人

18歳以上・先着20人
（高校生不可）

18歳以上・先着40人
（高校生不可）

60歳以上の軽運動
可能な人・先着20人

運動が苦手な
小学3～6年生・
先着30人

8,000円
（全17回）

4,800円
（全17回）

無料

5,500円
（全12回）
※1回600円で参加可

参加費

5,500円
（全12回）

◇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18日号の原稿締め切り…8月24日（水）
10月 2日号の原稿締め切り…9月 5日（月）

プログラム

腰痛緩和　体操教室

◆骨の健康チェック
　※参加者に飲み物プレゼント

体脂肪燃焼　体操教室

◆①座って楽しむリンパケアと
　　太極拳
　②楽しい楊名時太極拳

開催日時
8月23日（火）
午後1時半～2時半

8月24日（水）
午後1時20分～4時半

8月25日（木）
午後1時半～2時半

8月26日（金）
①午後1時半～2時半
②午後3時～4時

定員・対象
先着15人
65歳以上

先着20人
※1人10分程度

先着15人
65歳以上

各回
先着15人

持ち物
飲み物・タオル
（体操に使用）

ー

飲み物・タオル
（体操に使用）

飲み物・
動きやすい靴

子育てサロン

ポッポー！

対象・定員　0歳～就学前児とその保護者・先着7組
内容 保育園などの入園までの流れ、休日保育、一時預かり、病児保育について
申し込み 8月8日（月）～19日（金）の午前9時から午後5時に同館
 （☎22－9666）

会場　新津健康センター　　
申し込み　開催当日正午までに同館（☎22－2940）　◆は前日正午まで

チャレンジキャンプ

対象 市内在住、在勤、在学の人　定員 テント6張分（先着順、定員に達し次第締め切り）
　　 ※2～4人のグループ単位で申し込みください　　　
参加費　大人3,000円、小学生以下2,000円（食事代、保険料等含む）
申し込み 8月31日（水）までに【必要事項】を電話・ファクス（☎・　24－3777）ま

たはメール（n-kankou@fsinet.or.jp）で新津観光協会へ
　　　　　【必要事項】①代表者氏名②住所③電話番号④参加人数
問い合わせ　同協会（☎24－3777）

金津地区で防災訓練
6月26日（日）、金津地区コミュニティーセンターで、金津地区の地域住民や新潟
薬科大学の災害ボランティア部など約140人が参加して、防災訓練が実施されま
した。参加者はそれぞれの班に分かれ、起震車の乗車体験や段ボールベットの作
り方、AEDの使い方などを実習しました。

新津健康センター

カラダいきいき 健康ウイーク 参加
無料

※悪天候の場合開催中止

彩親会水彩画作品展
　8月18日（木）～21日（日）　
　午前9時～午後8時（18日は午後1時か
ら、21日は午後2時まで）
　新津地域交流センター
　同会の森田さん（☎24－1831）

「初めての保活」
～さまざまな秋葉区の保育サービス～

初心者向け

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。

8月16日　 まで日時

会場

火

新津美術館　
レクチャールーム

午前10時～午後5時

※8日（月）は休館

問い合わせ　地域総務課（☎25－5673）

ミニSL祭りと版画教室
　8月28日（日）、9月4日（日）
　午前10時～午後3時
　新津地域交流センター
　D51のミニSLを使用して新津駅を表現す
る、秋葉区展に向けてビデオで研修する
　秋葉カラオケサークルの西片さん
　（　080－1028－9173）

◇
◆　
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