
フロアカーリング
始めてみませんか始めてみませんか

第12回南区長杯フロアカーリング大会を開催

フロアカーリングは平成5年に北海道新得町で誕生し
た、季節や天候に左右されない屋内スポーツです。南区
では平成19年の区制スタート前から取り組まれており、
区内の各地域ではたくさんのチームが活動しています。
ルールも簡単。子どもからお年寄りまで、誰でも楽しめ
ます。運動不足になりがちなこの季節、フロアカーリング
を楽しみながら健康づくりをしませんか。

各地で未経験者向けの教室も開催されています。白根カルチャーセンター（改装中。3
月中旬より再開）では用具の貸し出しを行っています。詳しくは地域総務課または同セン
ターまでお問い合わせください。

3月17日（日）に開催する南区長杯の参加
チームを募集中です。メンバーを3人以上集めて
参加してみませんか。初心者も大歓迎です！優勝
チームには豪華景品あり。
参加費は小学生の部1チー

ム500円、一般の部1チーム
1,000円で、申し込みは2月
15日（金）までに白根カル
チャーセンターへ 詳しくはこちら

フロアカーリングってどんなスポーツ？

上達のコツを教えてください！

フロアカーリングをやってみたい！

花岡 来翔さん

新潟市スポーツ推進委員連盟南区連絡協議会　
会長　齋藤 重定さん

阿部 千春さん五十嵐 由美さん 高橋 辰雄さん

松尾 卓さん 星野 凛さん蜜田 晴生さん 平野 喜美さん

旧白根市時代に、ニュースポーツ教室としてさま
ざまな競技をやってみた中で、各地区で好評だった
のがフロアカーリングでした。世代間で交流できるこ
とが大きいと思います。現在では区内の全小学校区
で大会が開かれています。周辺の区でも盛んに行わ
れていますが、初めに取り組んだのは南区で、スポー
ツ推進委員の活動を通じて各区に広まりました。

大会参加チーム　タカーキーズ
代表　棚橋 孝章さん

老若男女、誰でもが楽しめ、地域の親睦を深める
ことができる素晴らしい競技だと思います。私も何度
も参加させてもらっている割にさっぱり上手になりま
せんが、またやりたくなる競技の一つです。

●コート・用具
ターゲット（以下、「的」という）１個と、フロッカー（以下、「球」という）１２個（赤色

と黄色を各６個）を使用します。体育館等の床上を滑らすために、球と的には車輪が
ついています。

●ルールの概要
・原則１チーム３人で対戦します。攻撃開始に先立ち、先行チームがグリーン
ゾーンに向けて的を送球します。
・相手チームと交互に１球ずつ、グリーンゾーンに向けて送球していきます。
（氷上カーリングのようにブラシで掃くことはありません）
・両チームが赤色６個、黄色６個をすべて送球し終えたら、そのセットは終了。
その時点で球を的に最も近づけたチームに得点が入ります。

・ゲーム中に球が的に当たり、的がグリーンゾーンから出て
しまった場合、その時点でそのセット終了。相手チームがま
だ投げていない球数（１個１点）が相手チームに入ります。
・これを４（または６）セット行い、合計点数を競います。（同
点の場合は延長あり）
※南区では、日本同協会の協議規則を準用し、一部ローカル・
ルールを適用しています。詳細はホームページをご覧ください。

○得点が入るのは、球を的に最も近づけたチームだけです。
○相手チームが最も的に近づけた球より、内側にある球数（１個１点）が得点
になります。
○グリーンゾーンの外にある球は得点になりません。
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詳しくはこちら

問い合わせ　地域総務課　☎372-6604　　白根カルチャーセンター　☎373-6311

送球ごとに戦局が刻々と変化し、最後の一投で大逆転も！
一進一退の攻防、スリリングな展開が醍醐味なんだ。
3人でワイワイと相談しながらプレーするのも楽しいよ。
子どもが親に勝ったり、でも、おじいちゃんには負けたり…
年齢に関係なく誰でも楽しめるスポーツです。

投げる時に勢いを
つけ過ぎない

チームワークと
戦略が大切

ゲーム前に
球の滑り具合に
慣れておく

回転をつけて
投げると
上手くいく

少しカーブを描く
ように投げる。
あとは気合！

投げる時に
ターゲットから
目を離さない

続けて練習する
ことが一番

上手な人をまねて
練習する

だ い ご み
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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12月末現在、カッコ内は前月比）：44,905人（－42）　男：21,864人（－16）　女：23,041人（－26）　世帯数 16,019世帯（＋18）（住民基本台帳による）



だよりに掲載した団体には別途ご案内し
ます。
募集期間　2月4日(月)～22日(金)
　地域総務課　☎372-6621

　２月１６日（土）午後１時半～２時半
　白根健康福祉センター　交流ホール
　管弦楽アンサンブル「SUNSアンサン
ブル」の演奏会　　当日直接会場へ
　同センター　☎371-1070

　２月２４日（日）午前１０時～１１時半
　老人福祉センターいこいの家　月寿荘
　月潟おはなしの会の皆さんによる民話
の語りとおんがくっ子塾の塾生によるお
箏（こと）と楽器による演奏
　当日直接会場へ
　月潟地区公民館　☎375-1050

　2月27日(水)午後７時～８時
　白根カルチャーセンター
　(公財)新潟市開発公社が管理運営し
ている区内の体育施設の利用者から意見
を聴き、今後の管理運営に生かします。
　成人男女のスポーツ愛好家
　同センター　☎373-6311

　２月２７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
　２月５日(火)以降に電話で区民生活課
へ　☎372-6105

　４月１日(月)～2020年3月31日(火)
　白根市場（４・９のつく日）
　新飯田市場（5・0のつく日）
　庄瀬市場（1・6のつく日）
　月潟市場（2・7のつく日）
　家庭で採れた野菜・果樹の販売や手作
り雑貨・衣類の販売など幅広く利用でき
ます。1日限りや季節限定の出店も可。詳
しくはお問い合わせください。
　条例に基づく出店料
　産業振興課　☎372-6507

　区役所等に設置する同チラシ(3月発
行)に、会員募集情報の掲載を希望する団
体・グループを募集します。
※主に区内で活動している団体・グルー
プであれば種目は問いません。昨年度区
　

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

民話のかたり＆楽器演奏会民話のかたり＆楽器演奏会

まちなかコンサートまちなかコンサート
お出かけください

定期露店市場の新規出店者定期露店市場の新規出店者

「サークル等情報」チラシ
掲載希望団体募集

「サークル等情報」チラシ
掲載希望団体募集

募　集

《広告欄》

お客様の意見を伺う会お客様の意見を伺う会
スポーツ

市・県民税の申告は
２月18日（月）から３月15日（金）まで２月18日（月）から３月15日（金）まで
南区の申告受付日程・会場 　

市の申告会場で受け付けできない確定申告 

金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月月 火 水 木 火 水 木 金
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３　月2　月

白根学習館

会　場

月潟出張所

味方出張所

申告会場は大変混雑し、長時間お待ちいただく場合
があります（特に週初めなど。最大４時間程度）。「自
書申告」「郵送での提出」にご協力をお願いします。 

市報にいがた別冊4面も、あわせてご覧ください。 

市･県民税の申告書は 
郵送での提出が便利です 

所得税の確定申告は
税務署へ郵送または
朱鷺メッセ会場での申告に
ご協力ください 

ご注意ください

　記入済の市・県民税の申告書に押印し、収入や
控除の証明書等（原本）をすべて添付してくださ
い。（返却希望の場合は、切手を貼った返信用封
筒を同封してください。） 
※提出する申告書や収支内訳書は控えを取って
おいてください。
送付先 
〒950-1292（住所記載不要） 南税務センター

送付先 
〒951-8685（住所記載不要）
新潟税務署
☎２２９-２１５１

※混雑状況により、早めに受け付けを終了する場合があります。 
※期間中、南税務センターでは申告書の受け付けは行っていません。

※今回から月潟会場を、月潟農村環境改善センターから月潟出張所に変更しています。

午前９時～午後４時受付時間

区バスを応援していただける企業・団体を募集しています
区バスは、区民生活の利便性向上のため、ルート

やダイヤの改善を行いながら、利用しやすい公共交
通を目指して運行しています。
区バスの運行趣旨に賛同し、運行を応援していた

だける企業・団体からの協賛広告を募集しています。
地域の生活の足を守り、持続可能な公共交通を維
持するために、ご協力をお願いします。
地域総務課　☎372-6605

南区　　　　 無料相談会
　区内に空き家や自宅を持っている人で、その処分や相続、利活用などにお悩み
の人に専門家がアドバイスします。
　３月９日(土)午前１０時～午後４時　※1組３０分まで
　南区役所1階　101会議室
相談員　(一社)全国空き家相談士協会新潟支部
　先着24組(事前予約優先。空きがあれば当日受け付けも可)
　２月６日(水)～２６日(火)に、地域総務課、各出張所・地域生
活センターに備え付けの申込書へ必要事項を記入し、ファク
ス、メールまたは郵送で同課へ（申込書は区ホームページから
ダウンロードも可）
FAX373-3933 　
メールアドレスchiikisomu.s@city.niigata.lg.jp
〒950-1292（住所記載不要）地域総務課
　同課　☎３７２-６43１

□ 給与・年金収入の源泉徴収票（がない）を持参していない
□ 営業、農業、不動産など、収支内訳書が未完成のもの
□ 青色申告
□ 住宅ローン控除がある申告（年末調整済みは除く）
□ 増改築・バリアフリー改修の申告
□ 分離課税の申告（土地・建物・株式の譲渡所得、退職所得など）

□ 配当所得がある申告
□ 雑損控除がある申告
□ 繰越損失がある申告
□ 準確定申告（亡くなった人の申告）
□ 平成２９年分以前の申告
□ 修正申告、更正の請求

空き家

平成30年の南区の火災件数は７件で、29年の３件に比べて４件増加となりました。
今年も引続き防火意識を持ち、「火を取り扱う時はその場を離れない」「住宅用

火災警報器を設置する」など、家庭や地域を含めた火災に対する備えで火災の
無い「安心・安全」な南区を目指しましょう。

問い合わせ　
南消防署市民安全課予防
調査係　☎372-0119

南区の火災等概況

南　区
新潟市

火災件数
（前年比）

7（+4）
124(+25)

救急件数
（前年比）

1,846(+93)
39,543（+1,320）

救助件数
（前年比）

7(－13)
169(－36)

市・県民税に関する問い合わせ  南税務センター  ☎３７２-６１６０ 

詳しくはこちら

開館はいずれも
午前8時半

※新潟市には南区の件数を含む

南区役所だより　 平成31年2月3日No.284●②

■□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



子育て子育て

　掲載を希望する場合は、3月3日号は2月
5日（火）まで、3月17日号は2月20日（水）
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
●新潟いのちの電話市民公開講座
　「生きづらさを抱えた方を支える地域づくり」
　２月１１日（月・祝）午後２時～４時
　万代市民会館６階多目的ホール（中央
区東万代町）　　先着２５０人
講師 堀田力弁護士（さわやか福祉財団会長）
　２月８日（金）までに(福)新潟いのちの
電話事務局へ　☎２８０-５６７７
●西蒲区地域福祉推進フォーラム
　２月１６日（土）午後１時～４時
　西川多目的ホール（西蒲区曽根）
　基調講演「地域共生社会の実現にむ
けて」、シンポジウムなど　　定員無し
　電話で西蒲区社会福祉協議会へ
　☎0256-73-3356

●南区地域の茶の間助成事業説明会
　①2月12日(火)午後1時半～3時半
　②2月22日(金)午前10時～正午
　①②のいずれか都合の良い日
　白根学習館2階ルーム１・２
　地域の茶の間の活動に興味のある人
　2月8日(金)までに南区社会福祉協議
会へ　☎373-3223
●南区老人クラブ連合会囲碁・将棋大会
　３月６日(水)午前９時１５分～午後４時半
　白根地域生活センター
　南区在住の60歳以上の人
　1,000円
　２月２６日（火）までに同会事務局へ
　☎373-3096

▷おはなしのじかん
　２月１４日・２８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　☎375-3001

2月の児童センター・児童館

■白根児童センター　☎372-0530
白根コミュニティ協議会主催
しろねふゆまつり
　２月２４日(日)午前１０時～午後０時半
　白根カトリック幼稚園年長児による発
表、巨大迷路やミニ凧作りなどの遊び
ブース、綿あめやポップコーン、シフォン
ケーキなどの販売ブースなど
　どなたでも。予約不要
■白根北児童館　☎379-1260
幼児ひなまつり会
　２月２６日(火)午前１０時半～１１時１５分
　ひなまつりにちなんだゲームや歌、工
作を楽しもう！
　乳幼児親子　先着１０組
　窓口または電話で同館へ

■味方児童館　☎201-8346
ふゆまつり
　２月２３日(土)午後１時半～３時半　
　時間内は出入り自由
　射的・お菓子釣りなどの遊びコー
ナー、なんちゃってステンドグラスなどの
工作コーナー、パン・焼き菓子販売、無
料ドリンクコーナーなどがあります。
　どなたでも。予約不要
■白根南児童館　☎201-6021
ひなかざり
　おひなさまの飾りを作りましょう
〈つくってあそぼう（幼児）〉
　２月２２日(金)午前１０時半から
〈作って遊ぼう(小学生)〉
　２月１６日(土)午後２時から

■ほっぺちゃんひろば
　２月２０日(水)午後２時半～３時２０分
　子育て支援センター　白根つくし園
　ハンドトリートメント＆ピアノ演奏
　乳幼児親子　(ハンドトリートメントの
み先着１０人)　　当日直接会場へ
　同センター　☎372-3525

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

■マリンひろば
　２月１５日(金)午前10時半～11時半
　子育て支援センター　マリンキッズ
　ハンドトリートメント、茶話会
　乳幼児親子　先着６組
　同センター　☎362-3355

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～

　３月５日・１２日・１９日・２６日　いずれも火曜　午後１時半～３時半
　白根健康福祉センター　　　　
　初めての赤ちゃんを育てている母親のための、仲間づくり、親子の絆づくり、育児
の学びについての講座
　平成３０年１０～１２月生まれの赤ちゃん（第１子）とその母親　先着２０組
　電話で健康福祉課へ　☎３７２-６３５１

赤ちゃんがきた！～親子の絆づくりプログラム～（愛称：BP）

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～
　2月23日（土）　午後１時半～3時半　　白根健康福祉センター
　笑って動いて楽しく脳の活性化！！　「シナプソロジー講習会」　
　３００円（茶菓代）　　当日直接会場へ

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。
　詳しくは、最寄りの地域包括支援センターまでお問い合わせください。

こうれい
元気になって外に
出かけましょう‼

▷読書会
　２月１７日（日）午後２時から
　白根学習館2階ルーム２
　テーマ：「猫の本」　テーマに沿った
本をお持ちください。
　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

どなたでも気軽に参加
できる集いの場です!

《広告欄》
南区役所だよりに掲載する広告を募集します
掲載料 掲載1回あたり4,000円 募集する号・枠 ４月
7日号～2020年３月１５日号までの各号につき6枠
（先着順）。2月4日（月）から受け付
け開始 対象 原則、区内に本社・営
業所がある事業者(掲載不可の業種
有り) 広告サイズ 約3.9㎝×7.9cm 
詳しくは地域総務課（☎３７２-６３５
１）へお問い合わせください。 詳細はこちらから

■期日前投票所の立会人
対　　象 南区の選挙人名簿に登録されている人
勤 務 日 期日前投票期間３月３０日（土）～４月６日（土）のうち指定する日
勤務時間 午前８時１０分～午後８時
勤務場所 南区役所、味方出張所、月潟出張所
募集人数 各期日前投票所１日につき２人
報　　酬 １日12,700円（うち所得税１２４円を差し引き）
申し込み 地域総務課および出張所にある申込書に記入し、２月２２日（金）までに同

課または出張所に提出（メールまたはファクス可。申込書は市ホームペー
ジからダウンロード可）

■期日前投票所の受け付け事務を行う臨時職員
　臨時職員希望者として登録し、日程調整についてはご連絡します。
対　　象 満１８歳以上（高校生不可）で、パソコン操作ができる人
期　　間 ３月３０日（土）～４月６日（土）　※事前に説明会あり
勤務時間 ①午前８時半～午後３時（休憩３０分）
 ②午後３時～午後８時（休憩なし）　の２交代勤務
勤務場所 南区役所、味方出張所、月潟出張所のいずれか　賃金　時給８１０円
申し込み 地域総務課にある申込書か、市販の履歴書に記入し、２月２２日（金）まで

に同課に本人が持参。（申込書は市ホームページからダウンロード可）

統一地方選挙（４月７日執行）の立会人・臨時職員を募集

申し込み・問い合わせ 地域総務課　☎372-6421　FAX373-3933
 メールアドレス　chiikisomu.s@city.niigata.lg.jp

４月１日採用の非常勤職員を募集
雇用期間 ４月１日(月)から1年間

　試験案内・申込書は市役所本館案内、区役所総務課または地域総務課、出張所な
どで配布。市ホームページにも掲載します。
申し込み　2月13日(水)までに所定の申込書を地域総務課（☎372-6421）へ提出
（郵送のみ。消印有効）

職　種 窓口業務 一般事務
(身体障がい者) 休日窓口受け付け

勤務場所
区民生活課
味方出張所
月潟出張所

健康福祉課 区民生活課 南区役所

採用人数 計４人 １人 １人 １人

勤務時間 月曜から金曜の8:30～17:30の時間帯のう
ち週29時間

土・日曜、祝日等の
8:30～17:30(2人
による交代制勤務)

報　酬 154,900円 77,600円
業務内容 窓口業務、各種申請受付、パソコン端末入力、

書類整理、その他事務

応募資格 身体障害者手帳の
交付を受けている

窓口受け付け等の事
務経験が1年以上ある

休日における戸籍届
の受領、その他事務

窓口受け付け等の事務経験
が１年以上ある
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