
新潟市南区長
渡辺　稔

あけましておめでとうございます
区民の皆さまにおかれましては、健やかに新年をお迎えのこととお慶び申し

上げます。昨年中は大変お世話になりました。今年もよろしくお願いいたします。
公募区長として昨年9月で1年半を経過し、任期3年の折り返し地点を過ぎま

した。後半はさらにスパートをかけて行きたいと思っていますのでご協力をお願
いいたします。
先月の自治協議会では、区長マニフェストの中間報告を行い、委員の皆さま

からご意見を頂戴し、精一杯最後まで取り組むことをお約束いたしました。その
際にもお伝えしましたが、一昨年の4月に設立された「にいがた南区創生会議」
は、その取り組みが評価され、昨年の10月に白根まちなか地区が「新潟市移住
モデル地区＜地域活性化モデル＞」の第1号となる指定を受けることができま
した。これもひとえに、創生会議に参画いただいている皆さまの、地域を活性化
させたいという思いが伝わったものと大変喜んでおります。今後も創生会議と
協働してさまざまな取り組みを進めていきます。
ハード面では事業化から27年という月日を要しましたが、国道8号白根バイ
パスが暫定２車線で全線開通すると聞いております。また、国道8号大野大橋
以南の4車線化については、地元の皆さまとワークショップを重ねる中で、昨年
12月に国に提言書を提出したところです。今後の動きが早まることを期待して
います。
本市の新たな工業用地確保に向けた取り組みとして、全区に先駆けて白根
北部地区の工業団地の造成が3月から始まります。来年には社屋が建ち始め、
人口減少の改善に資するのではと期待しています。
中ノ口川、信濃川が流れる南区では、災害が起きたときに非常に弱い部分が

あります。今年も総合防災訓練を11月に実施する
予定です。「備えあれば憂いなし」の精神でより多
くの人からのご参加をお願いいたします。
ソフト面では新年度の特色ある区づくり予算とし
て、明日を担う子どもたちの地元への愛着心の育
成、高齢社会への対応、健康寿命の延伸、交流人
口の拡大などを中心に取り組んで行く予定です。
　結びになりますが、区民の皆さまと協働して、生
きた取り組みとしていくため、引き続きお力をお貸し
いただければと思います。
　新年が皆さまにとって幸多い一年となりますことを
心から祈念し、年頭のごあいさつといたします。

新年明けましておめでとうございま
す。昨年は、南区PR大使としてたくさん
南区と関わらせていただき感謝してい
ます！今年も南区の素晴らしさを余すこ
となく発信していきたいと思います！そ
して、私たちNGT48もさらにたくさん
の方に注目してもらい、南区の発信者
として大きな存在になれるよう頑張り
ます！今年もよろしくお願いします。

新年あけましておめでとうございま
す。昨年は、しろね大凧と歴史の館の１日
館長、笹川邸ミュージアムなどを通じて、
南区愛がより強まった１年でした。今年
は、南区PR大使としてもNGT48の活動
を通しても、南区の良さをよりいっそう、
たくさんの方に伝えていけるように頑張
ります！今年もよろしくお願いします♡

新年を迎えて新年を迎えて南区PR大使から新年のごあいさつ
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1月3日～27日に東京・国立劇場で公演される初春歌舞伎公演『通し狂言　姫路城音菊礎石』に合わせ、南区の大
凧が同劇場ホールに飾られます。
同劇場に大凧が飾られるのは今回で18回目。今年の干支「亥」と歌舞伎の演目に合わせた「姫路城」をデザインし

た2枚。干支凧には奴凧やまゆ玉、松竹梅などが描かれているほか所々に金色や銀色が使われ、おめでたい雰囲気を
表しています。
制作した凧絵師の風間正雄さんは「18回目になるが武者絵ではないのは初めて。白い紙に白い姫路城を描くのが

難しかった。陰影を利用して浮かび上がるように描いた。苦労したが今年もいい出来だと思う。お客さんがこれを見て
明るい気持ちになってほしい」と話していました。

1月3日～27日に東京・国立劇場で公演される初春歌舞伎公演『通し狂言　姫路城音菊礎石』に合わせ、南区の大
凧が同劇場ホールに飾られます。
同劇場に大凧が飾られるのは今回で18回目。今年の干支「亥」と歌舞伎の演目に合わせた「姫路城」をデザインし

南区の大凧が新春の国立劇場を彩ります
おとにきくそのいしずえ

い

凧絵を描く風間さん

加藤 美南さん
NGT48

中村 歩加さん
NGT48
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大地の恵みと伝統・文化に
はぐくまれた郷土愛にあふれる
いきいきと暮らせるまち

、

南区ホームページ　http：//www.city.niigata.lg.jp/minami/　　Eメール　chiikisomu.s@city.niigata.lg.jp（南区役所地域総務課）　
南区の人口（平成30年11月末現在、カッコ内は前月比）：44,947人（－31）　男：21,880人（－9）　女：23,067人（－22）　世帯数 16,001世帯（＋12）（住民基本台帳による）



　①1月３１日(木)　②2月７日（木）
　いずれも午後1時半～3時半
　白根学習館　ルーム１・２
　①渋井ちゃんのにいがた弁法律講座
　②簡単スマホ講座
　おおむね５０歳以上の人　先着20人
　1月2４日（木）までに白根地区公民館へ

　市の国民健康保険料は、口座振替によ
る納付が原則です（年金天引きの人を除
く）。口座振替にすると、毎月納めに行く手
間も省けて大変便利です。
申し込み方法
　保険証、通帳、通帳の届け出印を持っ
て、金融機関窓口でお申し込みください。
取り扱い可能な金融機関は、区民生活課
保険年金係までお問い合わせください。
　一部の金融機関では、区役所・出張所
の窓口でキャッシュカードだけで口座振替
の申し込みができます。取り扱い可能な金
融機関は、区民生活課保険年金係または
各出張所へお問い合わせください。
　区民生活課　☎372-6137

　美しい白根庭園に囲まれた「清楽苑」は
高齢者がともに楽しみ、学ぶ施設です。地
域の皆さんやお友達同士の語らいの場と
しても利用できます。
■所在地　南区上下諏訪木12-1（旧白
根配水塔隣）
■利用時間　午前9時～午後10時
■使用料（1時間当たり）　庭園の間（8
畳）＝100円（水屋を利用する場合は100
円加算）　大凧の間1・2（各12畳）＝1室
200円
■利用申し込み　利用日の5日前までに
申し込み
■申込先・問い合わせ　
健康福祉課　☎372-6303

　１月２３日(水)午後１時１５分～４時１５分
　南区役所４階406会議室
　土地、金銭貸借、保証、債務、離婚、認
知、相続など法律に関する相談
　6人（申込順）　※1人30分
　１月８日(火)以降に電話で区民生活課
へ　☎372-6105

　1回目　１月１９日(土)～2月３日(日)
　2回目　2月９日(土)～２４日(日)
　3回目　３月３日(日)～１７日(日)
いずれも午前9時～午後4時半
（毎月第2・４水曜日は休館）
　しろね大凧と歴史の館　特別展示室
　区内の保育園・幼稚園の年長児が描い
た凧絵を展示します。
1回目：はじめ・大鷲・白根そよ風・小林・
臼井保育園　2回目：あじほ・諏訪木・大
通・古川・根岸保育園　3回目：白根カト
リック幼稚園、白根・新飯田・にししろね・
月潟保育園
　同館　☎372-0314

　1月1５日(火)　午後1時半～3時半
　白根学習館ラスペックホール
　出演　八千草薫、岸部一徳、仲代達矢
ほか。上映終了後、30分程度の茶話会と
映画関連書籍の閲覧・貸し出しサービス
あり。
　先着500人
　当日直接会場へ

　1月２３日（水）午後４時１５分～５時１５分
　白根学習館ラスペックホール
　白根高校の生徒が南区の地域課題を
学び、解決に向けて考えたアイデアを発
表します。
　どなたでも　　当日直接会場へ

お知 せら
南区役所 ☎373ー1000㈹
味方・月潟出張所へもつながります

区役所関係の問い合わせ先は、各係の直通番号です。
時間外および閉庁時は代表電話にご連絡ください。

弁護士の無料法律相談弁護士の無料法律相談

相　談

地域課題解決に向けた
アイデア発表会

地域課題解決に向けた
アイデア発表会

保育園・幼稚園児のちびっ子凧絵展保育園・幼稚園児のちびっ子凧絵展
お出かけください

高齢者能力活用センター「清楽苑」高齢者能力活用センター「清楽苑」

国民健康保険料は口座振替で国民健康保険料は口座振替で
生　活

《広告欄》

セカンドライフをもっと
豊かにする無料講座
セカンドライフをもっと
豊かにする無料講座

シロネシネマ喜楽座
映画『ゆずり葉の頃』上映会
シロネシネマ喜楽座

映画『ゆずり葉の頃』上映会

白根地区公民館　☎372-5533
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第１２回　南区長杯フロアカーリング大会第１２回　南区長杯フロアカーリング大会
その場で教わってすぐにできるフロアカーリングで、楽しく健康づくりをしま
せんか？
日　　時 ３月１７日（日）　午前８時半から
会　　場 白根カルチャーセンター　メインアリーナ
申し込み 参加申込書に必要事項を記入の上、参
加費を添えて２月１５日（金）までに白根カルチャーセン
ターへお申し込みください。（☎373-6311）
＊参加申込書は、同センター窓口に置いてあります。
  期日を過ぎた場合は受け付けできませんので、早めにお申し込みください。

＊一般の部の監督は選手と兼任可。小学生の部の代表者および監督は保護者とする。
問い合わせ　地域総務課　☎372-6604

チーム構成（登録人数）

３～６人

部　門
一般（中学生以上）

小学生

参加費（１チーム）
１，０００円
５００円

1月27日（日） 
　新潟市消防団南方面隊では
下記のとおり、消防出初式を行
います。その一環として分列行
進・車両パレード・消防訓練を実
施します。
　消防車両15台、約110人の
消防団員が参加します。
　なお、分列行進の際、表町能登
交差点から本町通交差点にかけ
て、午前９時１５分から１０時まで
の間、全面車両通行止めを行い
ますのでご注意ください。
　笹川邸消防訓練は、笹川邸駐
車場の他に味方公民館の駐車
場も開放しますので併せてご利用ください。（天候により内容を変
更する場合は、当日午前8時半までに新潟市消防局公式Face
bookと現場広報にてお知らせします。）
時　間 分列行進・車両パレード 午前9時45分から
 笹川邸消防訓練　午前10時半から
問い合わせ　新潟市南消防署地域防災課消防団係　☎372-0119

2019年度 南区成人式は5月3日（金・祝）

日　時 5月3日（金・祝）　午後2時から（予定）
会　場 白根学習館ラスペックホール
対象者 平成１０年４月２日～平成１１年４月１日生まれの人
※対象者で3月1日現在南区に住民登録されている人には、3月中旬に案内状を送
付します。
※対象者で以前区内に住所を有していた
ものの転出（区外転居含む）したなどの
場合は、２月２８日（木）までに連絡をいた
だければ案内状を送付します。
※案内状がなくても出席できます。
連絡先 白根地区公民館（白根学習館内）
 ☎３７２-５５３３

－区外に住民登録している人はご連絡ください－

会場図
分列行進・車両パレード 笹川邸消防訓練

楽しい弦楽四重奏 ファミリーコンサート
日にち　１月２６日（土）　　会場　白根学習館ラスペックホール

大人のためのコンサート
午後2時～3時

曲目　愛の挨拶、カノン、虹のかな
たに、ウィーン我が夢の街　ほか

0歳児からのコンサート
午前1１時～正午

曲目　アイネクライネナハトムジー
ク、となりのトトロ、勇気100％ほか

定　員　各200人　　　出　演　演奏サークルぽんぽこ弦楽四重奏団
参加費 大人　前売り券400円　当日券500円
 小中高生　前売り券、当日券共に100円　未就学児　無料
 ※午前と午後の両方に入場の場合は別料金
 前売り券は白根学習館で販売中
問い合わせ　白根地区公民館（白根学習館内）　☎３７２-5533

市消防局
公式Facebook
はこちら

公共交通情報コーナー 区バス位置情報システム
「e区バス」をご利用ください

携帯電話、スマートフォン
やパソコンから、運行中の区
バスの位置情報や、時刻表
を確認できる区バス位置情
報システム「 区バス」。「雪
が降っているけどバスは運
行しているの？」、「時刻に
なってもバスが来ない」など
の際にリアルタイムでバス
の位置がわかります。雪が降るこれからの時期にぜひ活用ください。市ホーム
ページや右記二次元コードからご利用いただけます。
問い合わせ　地域総務課　☎３７２-６６０５

清楽苑 庭園の間
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■□日＝日時　■□場＝会場　■□内＝内容　■□人＝対象・定員　■□￥＝参加費（記載のないものは無料）　■□申＝申し込み　■□問＝問い合わせ ♣は、にいがた未来ポイント
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　掲載を希望する場合は、2月3日号は1月
8日（火）まで、2月17日号は1月22日（火）
までに、掲載依頼票を提出してください
（FAX可）。依頼票は南区役所ホームページ
（本紙表紙参照）でダウンロードすることが
できます。※掲載は原則1回のみ

市 民 の

情報掲示板板板示示示情報掲示板情報掲示板情報掲示板
●住まいの無料相談
　１月１５日(火)午後１時半～４時
　建築国保会館2階（中央区川岸町３）
　住宅の新・増・改築、建築関連工事全
般、業者のあっせん　　当日直接会場へ
　新潟地域住宅相談協議会
　☎266-6650
●市民ジュニアスキーツアー
　２月３日(日)　午前７時出発
　五日町スキー場(南魚沼市)
　スキーツアーとスキー教室
　小学２年生以上　先着４０人
　大人6,500円、小人4,500円(保険料
込み)　レンタルスキー2,500円
持ち物　スキーウエア、帽子、手袋など
　１月２６日(土)までに電話で白根スキー
　

クラブ　阿部へ　☎372-1045
●胃内視鏡検診研究　協力者募集
　市医師会の胃内視鏡検診の実績が国
に認められ、新潟市が、ピロリ菌感染の
有無など個人のリスクに沿った、適切な
検診間隔を検討する国の研究対象地域
に選ばれました。この研究への協力者を
募集しています。
　協力者は、血液検査（ピロリ菌検査、ペ
プシノゲン検査）が無料で受けられます。
詳しくはお問い合わせください。
参加条件　50～68歳で平成３０年度に
偶数年齢の、市胃内視鏡検診を受けた
人。ただし、胃の手術を受けた人を除く。
　胃内視鏡検診研究事務局(新潟市医
師会内)　☎247-8900

▷おはなしのじかん
　１月１０日・２４日(木)
　午前１１時～同３０分
　乳幼児から
▷えほんのへや（絵本のよみかたり）
　毎週土曜　午前10時半～11時
　ボランティアによる読み語り

白根図書館　☎372-5510 月潟図書館　☎375-3001１月の児童センター・児童館

■白根児童センター　☎372-0530
お正月おたのしみ会
　１月１２日(土)午前１0時半から
　巨大カルタや羽子板など、お正月にち
なんだ遊びをします。
　小学生 先着40人　　同センターへ
■味方児童館　☎201-8346
新年お楽しみ会
　１月１２日(土)①乳幼児の部　午前１０時～
１１時半　②小中学生の部　午後２時～４時
　①福笑い、おみくじなどのお正月コー
ナー遊びを楽しみましょう。
②百人一首大会、坊主めくり、福引など
をして新年を祝うパーティーをします。
　①乳幼児とその保護者　定員無し（予
約不要）②小中学生　定員20人（要予約）
　同館窓口または電話

■白根北児童館　☎379-1260
いちごタイム
　毎週火曜　午前１０時半～１１時
　手遊びや触れ合い遊び、季節に合わ
せた遊びを親子で楽しみましょう！第3週
は工作も行います。
　乳幼児とその保護者　定員無し
■白根南児童館　☎201-6021
お正月お楽しみ会
　１月１２日(土)①乳幼児の部　午前１０
時～１１時４５分の間、出入り自由
②小学生の部　午後1時半～2時半
　①絵馬、福笑い、ししまい工作、コマ回
し、カルタなどお正月遊びを楽しみましょう。
②ゲームやカルタ取りを楽しみましょう！
　①乳幼児とその保護者　②小学生

　“子育てオーエンジャー☆みなみ”は
「子育て広場」を運営する子育て支援
リーダーの集まりです。区内の児童セン
ター・児童館などを拠点に活動していま
す。お子さんと一緒にリラックスした時間
を過ごしてみませんか。

■しゃべろっと
　１月１８日(金)午前10時半～11時半
　味方児童館
　ママヨガ
　乳幼児親子　先着１３人
　同館　☎201-8346

今月の目玉イベント

赤ちゃん
タイム

白根図書館（おはなしのへや）
月潟図書館（視聴覚室）

毎週土曜　午前11時～午後2時半
毎週木曜　午前10時～正午

図書館情報図書館情報

子育てオーエンジャー☆みなみ 子育て広場～子育てに“ひといき”つきませんか～

　２月１２日・２６日(火)　午前１０時～11時半
　白根学習館ルーム3（和室）　　12日：「モモカフェ」第2弾
冬は温か蒸しパンはいかが？(要申し込み)
26日：しゃべり場(申し込み不要)
　乳幼児親子　12日のみ先着16組　　12日のみ400円
　１月１２日(土)以降に白根地区公民館へ　☎３７２－５５３３

地域で子育てネットワーク　子育てサロン　モモ

こんにちは！高齢者の総合相談窓口

●で ●す

今月のお知らせ

地域包括支援センターでは、高齢者が住み慣れた地域で、安心して生活できるよう、
さまざまな相談に応じています。なお、相談は無料で、秘密は守られます。
地域包括支援センターしろね南（担当：白根第一・白南中学校区） ☎373-6770
地域包括支援センターしろね北（担当：白根北・臼井中学校区） ☎362-1750
地域包括支援センターあじかた（担当：月潟・味方中学校区） ☎372-5121

認知症カフェ～より道カフェかけ橋～
　1月26日（土）　午後１時半～3時半
　白根健康福祉センター
　認知症に関するミニ講座
講師　佐野 英孝 医師（新潟県認知症サポート医　白根緑ヶ丘病院院長）
　３００円　　不要。当日直接会場までお越し下さい。
その他　同会場で午後1時から1時間程度「認知症サポーター養成講座」も
開催します。詳細は健康福祉課（☎372-6320）へお問い合わせください

地域包括支援センターからのイベントや教室のご案内です

『幸齢ますます元気教室』4～6月コース　参加者募集中！
○幸齢ますます元気教室とは　元気で動ける体を維持し、これからも自立し
た生活が送れることを目的とした新潟市の委託事業です。3カ月コースで次
回は4～6月の開催です。
○対象者　新潟市の「介護予防の基本チェックリスト」により事業の対象者、
または要支援の認定を受けている人のうち、医師による運動制限のない人。
（新潟市が認める対象者には、自宅から会場まで無料で送迎いたします）
○内容　集団での体操やレクリエーション・運動、お口の健康、栄養などに
ついてのミニ講座
○参加費　300円（教材費）
※参加を希望する人は、最寄りの地域包括支援センターまでお問い合わせ下さい。

こうれい

元気になって外に
出かけましょう‼春が来たら運動教室はじめませんか！

▷読書会
　１月２０日（日）午後２時から
　白根学習館2階ルーム２
　テーマ図書『ゴリラは語る』山極寿一 
著(講談社)　　当日直接会場へ
▷おはなしのじかん
　毎週土曜　午後2時から

《広告欄》

健康健康

　2月5日・19日、3月5日(火)　午後1時半～3時半
　白根健康福祉センター
　全３回の講座でウオーキングの基礎知識から健
康改善に適した方法まで学びます。
講師　篠田浩子さん（健康運動指導士）、丸山由紀
さん（健康運動指導士）
　南区民　先着３０人
持ち物　飲み物、運動しやすい服装、タオル、靴、筆記用具
　１月３０日(水)までに健康福祉課へ　☎372-6385

ウオーキング講座 ～基本から学ぼう～

献血にご協力を
　１月１４日（月・祝）午前１０時～１１時４５分、午後１時～４時　　イオン白根店
持ち物　献血カード・献血手帳。初めての人は本人確認ができるもの(運転免許
証など)
協力団体　白根ライオンズクラブ
　健康福祉課　☎372-6375

地域の茶の間助成制度をご活用ください
本市では、多世代の交流や助け合い、支え合う地域づくりを
推進する拠点として、地域の茶の間を運営する団体に助成し
ています。助成金を活用し、高齢者だけでなく、子育て中の親
子、障がいのある人、多世代での交流など、身近な地域で気軽
に無理なく楽しく交流の輪を広げてみませんか？
対象は、市内に主たる活動拠点がある団体です。営利や趣

味的な活動を主な目的とした団体は対象外です。

◇月2回以上

5,000円

開催頻度
助成要件（参加人数）
助成上限額（月額）
相談窓口

月1回以上
おおむね10人以上

2,500円
南区社会福祉協議会

◆週1回以上
高齢者がおおむね10人以上

20,000円
健康福祉課

◇は3年以内に開催頻度を週1回に移行するための事業計画書の提出が必要
◆は、立ち上げ経費として上限200,000円の助成もあり
　南区社会福祉協議会　☎373-3223　　健康福祉課　☎372-6320

どなたでも気軽に参加
できる集いの場です!

具
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