にいつホットStation
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学園祭(新薬祭)
を開催します

◆開催日 １０月２６日（土）
■会場／新津本町通り
10：15～12：00 スタンプラリー受付
(参加費200円/1人 先着500名)
13：00
スタンプラリー終了



「第１３回にいつハロウィン仮装まつり」

しんやくさい

地域情報コーナー

2019.9.11 (4)

２０１９阿賀野川
２０１
０１９阿賀野川
９阿賀野川
あきはなびまつり
開催日：９月２2 日 ( 日 )
会 場：秋葉区金屋 阿賀野川水辺プラザ

今年度のテーマは「NEXUS Symphony」学園祭
今年で７回目のあきはなび。あきはなびの最
を通じた地域の方々との融和と協調をイメー
大の魅力は、なんといっても秋の澄んだ空に打
ジして「絆」、
「繋がり」の意味を持つ“NEXUS”
、 10：30～10：45 オープニング
ち上がる花火の美しさ。
10：45～12：00 ステージショー
10：30～
「調和」の意味を持つ“Symphony”、それらを
今年はその美しさに加え壮大さを表現すべく、
12：30～14：30 仮装コンテスト
アトラクション・
繋げて NEXUS Symphony としました！
待望の２尺玉を打ち上げ予定。
14：30～15：30 仮装パレード
飲食ブース
サークル、有志団体による出店やステージ
15：30～ 審査発表・お菓子まき
※終了時間は各
秋の夜長に花火を楽しもう。
イベントをはじめ、薬剤師調剤業務体験や実
※時間は変更になる場合もござ
ブースにより
【タイムスケジュール（予定）
】
います。
異なります。
験教室などイベントが盛りだくさん！皆様の
15:00 ～ 16:00 カラオケ大会
ご来場をお待ちしております。
16:10 ～ 16:30 バルーンパフォーマンス
参加者募集!! ★仮装コンテスト
（先着15組)
【開催日】10/12(土)・13(日)
16:35 ～ 17:00 Studio Rabit Club
仮装コンテストの参加費は１組５００円です。
17:00 ～ 17:15 プレゼント抽選会
【時 間】10：00 ～ 17：00
定員になり次第終了させていただきます。
エントリー方法については、
TEL・FAXもしくはにいつ 17:15 ～ 17:50 Your Friends
【会 場】新潟薬科大学 新津キャンパス
ハロウィンのホームページからお申し込みください。 【花火打ち上げ※約1,000発】18:00～19:30
（予定）
（申込みいただきました個人情報は、ハロウィン仮装
【飲食ブース】15:00 ～ 20:00
まつり以外の目的で使用することはございません）
≪お問い合せ先≫
【お申し込み・お問い合せ先】
阿賀野川あきはなびまつり実行委員会
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）
（新津商工会議所内）TEL:0250-21-1039
TEL 0250-21-1039 FAX 0250-25-2332
e-mail:akihanabi@niitsu.or.jp
e-mail niitsu-halloween@niitsu.or.jp
URL:http://www.akihanabi.com/
➡

検索

阿賀野川あきはなびまつり

検索

➡

にいつハロウィン

 

■イベント情報

ぽっぽ」でも取り扱いを
しています。

新潟薬科大学
「糀のつどいサークル 」
甘酒情報

先月号で紹介された新
潟薬科大学の糀のつどい
サークルが製造した甘酒
の取扱店舗をご紹介しま
す。
「リカーズ・ファクトリー
ＫＡＤＯＹＡタウン４０３
店」の他にも「やまいし」
「駄菓子やＣ 」「にいつ
駄 菓 子 の 駅 」「 オ ー サ カ
ヤ」「野本時計店」「加藤
茶舗」「羽入」「まちの駅
57

第2弾

※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）

★あたらしいかたち 新潟県人作家展2019
《新潟市新津美術館》
当日券：一般700円 大学･高校生300円 中学生以下無料
9/14(土)～11/10(日)
☎25-1300
前売券：一般550円(一般のみ) 9/13(金)まで販売
9/13(金)～9/16(月) ★フラワーランドの日 １割引
9/14(土)～9/16(月) ★木遊会と仲間たちの工芸展
《新津フラワーランド》
9/21(土)～9/29(日) ★第22回 おばけカボチャコンテスト
☎24-8787
9/20(金)～10/31(木) ★秋の庭木１割引フェア
10/4(金)～10/6(日) ★第22回 秋の草風展
9/13(金)～11/6(水) ★秋のバラまつり＆盆栽まつり
★秋植え球根まつり＆秋の山野草まつり
《花夢里（かむり）にいつ》 10/16(水)まで
☎21-6633 11/6(水)まで
★果樹苗まつり
10/5(土)～10/6(日) ★花夢里にいつ感謝祭
★食虫植物展
9/16(月)まで
《新潟県立植物園》
9/19(木)～11/17(日) ★人と植物のかかわり2 コーヒーとチョコレート
☎24-6465
★秋の植物園まつり・新潟県都市緑化フェア
10/6(日)
★竹下景子 朗読音楽劇「あらしのよるに～ガブとメイ思い出
《新潟市秋葉区文化会館》
のあしあと～」 開演：16:00 料金：一般3,000円
10/20(日)
☎25-3301
中学生以下1,000円(当日300円増) 未就学児入場不可
《新潟市新津鉄道資料館》 9/21(土)～10/14(月) ★魅惑の鉄道切符
☎24-5700 9/22(日)～9/23(月) ★実物車両公開デー
★秋季企画展特別講演会「縄文時代におけるヒスイ製品の製作」
講師：木島 勉氏（長者原考古館)
《新潟県埋蔵文化財センター》 9/29(日)
☎25-3981
13:50～15:20（受付13:20から）無料・申込不要・定員80人
★秋季企画展「海をわたったヒスイ」入場無料
12/8(日)まで

◇開催場所：新津カントリークラブ
◇定

10
30
12
30

員：１２０名（３０組）

◇参 加 費：３,０００円／人

｢まちの駅ぽっぽ｣の2軒隣の建物
受入曜日･時間／毎週月曜日〜金曜日(祝日を除く)10：00〜16：00

坂上興産株式会社

Tel.0250-24-7722

実施／公益財団法人古紙再生促進センター 協力／新津商工会議所

馉䖓 㣓搫 أؖ

営業日

古紙回収拠点オープン

月曜日～金曜日
祝(日除く )
時～ 時

この回収場所は、
どなたでもご利用できます｡

営業時間

無料

26

24

指定管理者

◇申 込 先：新津商工会議所(TEL:22-0121、FAX:25-2332)

８

新津駐車場

◇申込締切：定員になり次第

１

９-７７８

（当所ホームページからも申込書をダウンロードできます。）

16

鈎

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

◇申込方法：氏名、事業所名、住所、生年月日をお知らせ下さい。

月<極契約の空き状況 >
＊Ｒ ／ ／ 現在＊
◇本町３丁目 空きあり

㈱新潟日報サポート
新津支店

◇表 彰 式：プレー終了後、クラブハウスにて行います。

10

月(額８，６４０円 税)込み
◇本町４丁目 空きあり

NIC 新津

◇参加資格：会員又は会員の紹介者

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 )

（プレー費、食事代は別にかかります。）
ご愛読ありがとうございます

21

２-４６４

◇開 催 日：１０月１１日（金）

18
（水）

鈎

第13回会員親睦ゴルフコンペ参加者募集

★お惣菜販売
（毎週：月、木）
★いずみの里シフォンケー
キ販売（毎週：月、水）
★ぶどう工房パンの日
（毎週：木、金）
★イベントのお知らせ
カイロプラクティック無
料体験会（施術 カイロ
プラクティック千野）
： ～ ：
９／
市
※民ギャラリーは無料
でご利用頂けます。

１０／１１開催！賞品多数！

10
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