■会場／新津地域交流センター周辺、
新津駅東口広場、他
メイン会場（新津地域交流センター周辺）
10:30～13:00 ダンス発表・マジックショー①
13:00～14:00 仮装コンテスト
14:00～14:30 マジックショー②
14:30～15:00 仮装コンテスト審査発表
15:15～16:15 仮装パレード
16:15～16:30 フィナーレ・記念撮影
18:30～20:30 ナイトパーティー（APPﾎｰﾙ）
※現時点での予定であり、
変更になる場合があります。
新津駅東口広場
10:00～13:00 スタンプラリー
（参加費300円/1人 先着500名）
10:00～16:00 アトラクションブース
※終了時間は各ブースにより異なります。
新潟薬科大 駅前キャンパス駐車場
10:00～20:30 飲食ブース

２０１８阿賀野川
２０１
０１８阿賀野川
８阿賀野川
あきはなびまつり
開催日：９月２９日 ( 土 )
会 場：秋葉区金屋
阿賀野川水辺プラザ
【ステージイベント】
14:00～18:30
● Halau Hula O Pualehua
● Studio Rabit Club
● 堀山厚子ダンススタジオ
● ＤＪやついいちろう
● きいやま商店
● ＮＯＢＵ
● Your Friends

参加者募集!! ★仮装コンテスト
（先着10組)
仮装コンテストの参加費は1組500円です。定数に
達し次第受付終了。
エントリー方法については、
TEL・FAXもしくはにいつ
ハロウィンのホームページからお申し込みください。
申込みいただきました個人情報は、ハロウィン仮装
まつり以外の目的で使用することはございません）
【お申し込み・お問い合せ先】
にいつハロウィン仮装まつり実行委員会
事務局（新津商工会議所内）
TEL 0250-21-1039 FAX 0250-25-2332
e-mail halloween2018@niitsu.or.jp
にいつハロウィン
検索

【花火打ち上げ※約1,000発】
18:30～20:00（予定）
【飲食ブース】
11:00～20:30
≪お問い合せ先≫
阿賀野川あきはなびまつり実行委員会事務局
（新津商工会議所内）
TEL:0250-21-1039
e-mail:akihanabi@niitsu.or.jp
URL:http://www.akihanabi.com/

■イベント情報 ※時間や料金などの詳細は各施設にお問い合わせ下さい。(市外局番0250）
★北欧の陶芸家 リサ・ラーソン展 暮らしを愛するすべての人へ
観覧料：一般1,000円 大学・高校生700円 中学生以下無料
９/９(日)まで
★第21回 おばけカボチャコンテスト
９/14(金)～17(月) ★フラワーランドの日(１割引き)
《新津フラワーランド》 ９/15(土)～17(月) ★手作りホオズキ木工細工展
☎24-8787 ９/21(金)～30(日) ★第21回 秋のガーデンショー
９/21(金)～10/31(水) ★秋の「庭木１割引フェア」
10/５(金)～８(月) ★第21回 秋の「草風展」
《花夢里
（かむり）
にいつ》 11/３(土)まで
★秋の植木まつり
☎21-6633
９/９(日)まで
★ゲゲゲの食虫植物展～鬼太郎たちがやってきた！～ ※要入館料
９/12(水)～11/18(日) ★万葉の植物 ※要入館料
《新潟県立植物園》
☎24-6465
★シルバー無料デー＜当日限り、65歳以上の方の温室入館料無料＞
９/17(月・祝)
※年齢を証明できる物の提示が必要
★秋葉区文化会館レジデンス合唱団フォリエ定期演奏会2018秋
９/９(日)
開演：14:00 チケット料金：全席自由1,000円
《新潟市秋葉区文化会館》
★健康・自立フォーラム2018
☎25-3301
９/23(日)
～秋葉区発 健康･自立のひと･まち･みらい～
《新潟市新津美術館》
11/11(日)まで
☎25-1300

開演：13:30 入場無料 ※整理券を配布
★実物車両 運転席・客室公開
《新潟市新津鉄道資料館》 ９/23(日)・10/28(日) 時間：客室公開：10：00～15：30
☎24-5700
運転席公開：10：00～11：30／13：00～15：30
10/６(土)～７(日) ★新潟趣味鉄振興会による鉄道模型の走行会
★第６回「蔵ノ坪遺跡―物資輸送の中継地、川の津を探る-」
９/９(日)まで
13:30～15:30（受付13時から） 無料・申込不要・定員80人
《新潟県埋蔵文化財センター》
☎25-3981
★夏季企画展「丸木舟の考古学」 入場無料
12/９(日)まで
10/21(日)・12/9(日)の11：00～12：00に展示解説を行います

◇開 催 日：１０月１２日（金）
◇開催場所：新津カントリークラブ
◇定

員：１２０名（３０組）

◇参 加 費：３,０００円／人
（プレー費・食事代は別にかかります。）
◇参加資格：会員又は会員の紹介者
◇表 彰 式：プレー終了後クラブハウスにて行います。
◇申込方法：氏名、事業所名、住所、生年月日をお知らせ
下さい。
（当所ホームページから申込書をダウンロードできます。）
◇申込締切：定員になり次第
◇申 込 先：新津商工会議所(TEL:0250-22-0121)
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★お惣菜販売
（毎週：月、木）
★いずみの里のシフォン
ケーキ（毎週：月、水）
★ぶどう工房パンの日
（毎週：木、金）
市
※民ギャラリーは無料
でご利用頂けます。
営業日 月曜日～金曜日
祝(日除く )
時～ 時
営業時間
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指定管理者
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第１２回会員親睦
ゴルフコンペ参加者募集
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検索



新津駐車場
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阿賀野川あきはなびまつり
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16

月<極契約の空き状況 >
＊Ｈ ／ ／ 現在＊
◇本町３丁目 空きあり

10

月(額８，６４０円 税)込み
◇本町４丁目 空きあり

新潟市秋葉区滝谷町3番21号
TEL 0250（22）2015
FAX 0250（22）2050

月(額５，４００円 税)込み
駐車場窓口業務時間
時～ 時
土(日祝日を除く )

㈱新潟日報サポート
新津支店

ＣＣＩのつぶやき

NIC 新津

以前に抹茶が好きとお
話ししましたが、最近周
りから○○の抹茶のお菓
子を食べたことないの？
と言われました。有名な
お店なのに私は知らず 。
…
今年中に必ず食べます！
〈柳〉

ご愛読ありがとうございます

2018.9.6 (4)

➡

◆開催日 １０月２７日（土）

➡

去る6月29日
（金）
新潟日報社(メディ
アシップ 新潟市中央区)において、4大
学メディアキャンパス
（※）
主催のサテ
ライトキャンパスサミット2018in Niigata
を開催しました。
今回で4回目の開催となったサミット
には、82名が参加し、「産官学連携と
サテライトキャンパス（秘密基地から
の脱出）
」
をテーマとした新潟県内外の
大学の事例紹介や「地域連携活動だか
ら学べること」をテーマとした学生に
よる活動紹介、パネルディスカッショ
ンなどが行われました。また、
「サテラ
イトキャンパス。私ならこう使う！」を
テーマとした参加者によるワークショッ
プでは、学生や教職員から様々なアイ
ディアが次々と飛び交いました。
※正式名称「長岡造形大学・新潟青陵
大学・新潟薬科大学・新潟青陵大学短
期大学部メディアキャンパス」。平成
24年に新潟日報社と4つの大学
（長岡造
形大学、新潟青陵大学、新潟青陵大学
短期大学部、新潟薬科大学）との間で
包括連携協定を締結。理念を「4大学が
それぞれの強みを生かし連携すること
で、教育を通じて、地域社会の発展に
貢献する「知」と「人」を繋ぎ新たな
価値を創造するフィールドとなる。」
を掲げる。平成27年2月に第1回のサテ
ライトキャンパスサミットを開催。

「第１２回にいつハロウィン仮装まつり」



サテライトキャンパスサミット 2018
in Niigata 開催



新潟薬科大学からのお知らせ

地域情報コーナー

新津商工会議所のホームページでは、過去の会報紙や会員情報紙もご覧になれます

にいつホットStation

vol.810

