◀
キャンパス
見学

薬剤師
体験実験

◆開催日 １０月２７日（土）

■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（薬大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(25店舗出店）
【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

➡

今年度最後第４回目のオープンキャ
ンパスを8/18(土)に開催いたしました。
暑い中たくさんの皆様にご参加いただ
きありがとうございました。皆様の進
路選択の参考となることを願っていま
す。
また、10/13(土)、10/14(日)に学園
祭（新薬祭）を開催します。主催は学
生団体の「学友会」です。サークル等
によるステージ発表や、模擬店、実験
教室など様々なイベントをご用意して
おります。ご都合がよろしければ、是
非ご来学ください。
※お申込みは不要。詳しくは http://
nupals-gakuyu.info/shinyakusai/
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「第１２回にいつハロウィン仮装まつり」 第30回にいつ鉄道まつり
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新潟薬科大学からのお知らせ

地域情報コーナー

日時／10月6日(土) 10:00～15:00
◎ステージイベント
(JR新津駅東口駅前広場※雨天の場合は新津地域交流センター)
緒形奈美と B it t er Wav e
14:00～14:25
鉄道ものまね芸人 立川真司 14:30～15:00
◎転車台回転実演等
【キハ40系気動車】10:30、12:00
【DE10機関車】13:00、14:30
◎ミニSL運行(愛慈保育園前)10:00～12:00、13:00～14:00
◎鉄道スタンプラリー
(新津駅～総合車両製作所～新津鉄道資料館)
◎仲よし鉄道模型クラブ合同運転会(新津地域交流センター)
◎SLヘッドマークレプリカ展示(鉄道まつり会場内)
◎超難関！鉄道ウルトラクイズ(新津駅東口広場)
◎C57ペーパークラフト塗り絵コーナー
(新津駅東口広場)※100名限定
◎郵便局臨時販売店(新津駅東西自由通路)
◎物販･飲食ブース(新津駅東西自由通路、新津駅東口広場)他
※雨天の場合、一部取りやめ、内容や時間等が一部変更となる場合が
あります｡(ステージイベントは新津地域交流センター１Ｆで行います。
)

≪お問い合せ先≫ 新津観光協会 TEL0250-24-3777
鉄道がもっと好きになる!!
そのほか２会場でも｢鉄道の街にいつ｣を思いっきり楽しもう！
●｢レールフェスタ in にいつ2018｣(会場:㈱総合車両製作所 新津事業所)
●｢新潟市新津鉄道資料館 鉄道講演会等｣(会場:新潟市新津鉄道資料館 他)

◀

■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）
《新潟市新津美術館》
11/11(日)まで
☎25-1300
10/５(金)～８(月)
10/12(金)～14(日)
《新津フラワーランド》 10/12(金)～14(日)
☎24-8787 10/16(火)～23(火)
10/26(金)～28(日)
11/１(木)～４(日)
10/６(土)～７(日)
《花夢里
（かむり）
にいつ》 10/18(木)～25(木)
☎21-6633 10/29(月)～11/23(金)
10/28(日)
10/６(土)～７(日)
《新潟県立植物園》
☎24-6465 11/18(日)まで
《新潟市秋葉区文化会館》
11/４(日)
☎25-3301
10/６(土)
《新潟市新津鉄道資料館》
10/28(日)
☎24-5700
11/25(日)
《新潟県埋蔵文化財センター》
12/９(日)まで
☎25-3981

★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
★第21回 秋の「草風展」
★フラワーランドの日(１割引き)
★小品盆栽・水石展 ★四季の園芸教室合同発表会
★加茂木工インテリアフェア
★日本盆栽協会新潟支部展
★新潟盆栽秋雅展
★花夢里にいつ感謝祭
★柑橘まつり＆菊まつり１
★柑橘まつり＆菊まつり２
★菊手入れ講習会
★秋の植物園まつり・新潟県都市緑化フェア
★万葉の植物 ※要入館料
★第34回秋葉区吹奏楽フェスティバル
★にいつまるごと鉄道フェスタ 10:00～15:00
★実物車両 運転席・客室公開
時間：客室公開：10：00～15：30 運転席公開：10：00～11：30/13：00～15：30
★丸木舟の考古学 入場無料
10/21(日)・12/9(日)の11：00～12：00に展示解説を行います
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指定管理者

➡

問い合せ先 新潟市保健所健康増進課
〒950-0914 新潟市中央区紫竹山3丁目3-11
電話:025-212-8166 メール：kenkozoshin@city.niigata.lg.jp

新津駐車場

○新潟市では、
「新潟市ウオーキングチャレン
ジ事業」に参加する企業・事業所を募集し
ています。
○働き盛り世代の健康増進や、平成30年度か
ら開始した「健康経営認定制度」のきっか
けなどにしてもらうため、企画しました。
○企業・事業所内で５人～９人のチームを作
り（チーム数の上限なし）
、９月から11月の
３か月間のうち、連続する任意の 4 週間分
の歩数を、各自のスマートフォンアプリや
歩数計で測定・記録します。
○１日の平均歩数が多かった企業・事業所を
１月に表彰します。
○申し込みは、
10月31日までに、
市ホームペー
ジまたは郵送で、下記へ申し込みをお願い
します。 新潟市 ウォーキングチャレンジ
検索

鈎 ２-４６４
鈎 ９-７７８
★お惣菜販売
月<極契約の空き状況 > （毎週：月、木）
＊Ｈ ／ ／ 現在＊ ★いずみの里のシフォン
◇本町３丁目 空きあり ケーキ（毎週：月、水）
月(額８，６４０円 税)込み ★ぶどう工房パンの日
◇本町４丁目 空きあり （毎週：木、金）
月額５，４００円 税込み
市
(
)
※民ギャラリーは無料
駐車場窓口業務時間
で
ご利用頂けます。
時～ 時
営業日 月曜日～金曜日
土日祝日を除く
祝
(
)
(日除く )
営業時間
時～ 時

新潟市ウオーキングチャレンジ
参加企業・事業所を募集

消防フェスタ in あきは
～消防隊の活動が間近で見られます～
■日時 平成30年10月21日（日） 9：00～11：30
■場所 秋葉区程島地内 タウン403 駐車場
（雨天時：秋葉消防署）
■内容 秋葉署消防部隊による総合訓練
さくら保育園児による防火パレード
消防音楽隊によるミニコンサート
消防特殊車両の展示
消防局マスコットキャラクター
「消太くん」と記念撮影 等
お問い合わせ先
新潟市秋葉消防署 市民安全課 予防調査係
TEL：０２５０-２２-０１７５

ご愛読ありがとうございます

NIC 新津
㈱新潟日報サポート
新津支店
新潟市秋葉区滝谷町3番21号
TEL 0250（22）2015
FAX 0250（22）2050
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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
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