
地域と学校パートナーシップ事業地域と学校パートナーシップ事業地域と学校パートナーシップ事業
新潟市では、学校が今まで以上に地域に開かれ、地域と共に歩むことができるように「地域と
学校パートナーシップ事業」を行っています。市内全ての小・中学校に配置されている地域教育
コーディネーターが、学校、社会教育施設と地域活動を結ぶネットワークづくりや教育・課外活動
への地域人材の参画、学びの拠点づくり、教育活動の地域への発信などに取り組んでいます。
今号では、南区内小・中学校全17校の取り組みを紹介します。

学・社・民の融合による教育を進め、人づ
くり・地域づくり・学校づくりに取り組む事業。

「学」… 学校
「社」… 公民館、図書

館などの社会
教育施設

「民」… 地域住民、家
庭、地域の諸
団体や企業

新飯田小学校
3年生は、新飯田特
産のナシの花粉付け
や袋かけ、摘果の体
験をしました。年間を
通して地域の方と交
流し、調査・体験活動
をもとに、新飯田の魅
力を発見しています。

茨曽根小学校
蚕の成長と農作物
の豊作を祈って小正月
に行われていた繭玉
飾り。1年生は毎年、ボ
ランティアの皆さんと
宝船や七福神の繭玉
をミズキの木に飾り付
ける体験をしています。

庄瀬小学校
ボランティアの皆さ
んの力によって学校
が支えられています。
毎年、感謝の気持ちを
込めて、地域の皆さん
と一緒に収穫した餅
米でもちつき大会を
盛大に行っています。 

小林小学校
茶道・卓球・フロア
カーリング・手芸クラ
ブでは、毎回地域の
方から指導を受けて
います。達人の技を教
えてもらいながら皆さ
んと触れ合うことので
きる大切な時間です。

白根小学校
大型紙芝居クラブ
では、児童１２人と地
域のボランティアの方
が力を合わせて、紙芝
居を作りました。「しろ
ね　そよ風の杜」を訪
問し、完成した作品を
披露しました。

臼井小学校
「臼井のいいね！発
見活動」を進めていま
す。地域の関係団体
とも連携して、「狸の
婿入り行列」や「臼井
棒踊り」などの地域行
事や伝統芸能へ積極
的に参加しています。

大鷲小学校
シニアクラブ
公民館との連携事業と

して３年目の活動になり
ました。苔玉作りや合唱、
笑いヨガなど、今年度は５
回、学校を会場に開催し
ました。３年生は年間を通
して交流しています。

根岸小学校
地域の温かい支援
を得て、米、ネギ、モ
モ、サツマイモなどを
育てる体験を通して、
耕作者の工夫や願い
を学んでいます。感
謝の思いを実感する
貴重な学びの場です。

大通小学校
地域の人たちが利用
する施設や集う場所に
花の苗を植えて、緑を
増やす活動をしました。
地域の人たちに喜んで
もらい、子どもたちは、
地域を大切に思う心が
大きく育っています。

味方小学校
凧クラブでは、地域
の方の指導を受け６畳
の凧を作っています。
毎年子ども凧合戦に
参加し、その凧を揚げ
て盛り上げています。
凧が揚がった時は跳
びはねて大喜びします。

月潟小学校
地域に根ざした教育
を、地域と一体となっ
て進めています。食育
では、栽培から調理ま
で、さまざまな活動で
月潟地域の「人・もの・
こと」と関わりながら、
学びを深めています。

白南中学校
環境整備ボランティ
アの皆さんから、花
いっぱい活動を進めて
いただいています。ま
た、門松づくり講座に
大勢の地域の方が参
加し、地域の学びの拠
点づくりになりました。

白根第一中学校
家庭科のミシン実
習やりんごの皮むき
実習でボランティア
の方にサポートをお
願いしています。生徒
は、ミシンや包丁の使
い方をマスターする
ことができました。

臼井中学校
臼井の伝統芸能

「棒踊り」を、「棒踊り
振興会」の皆さんか
ら指導していただき
ました。生徒による棒
踊りは、体育祭や狸
の婿入り行列まつり
などで披露します。

白根北中学校
地域・保護者の大勢
の皆さんからの支援を
得て、（仮想）株式会社
「北の塔」を立ち上げま
した。生徒が育てた作
物を開催した市場で販
売するなど貴重な会社
運営体験ができました。

味方中学校
３年生の受験対策と
して行う面接指導にお
いて、地域の皆さんから
面接官としてご協力い
ただきました。本番さな
がらの緊張感の中、厳
しくも温かいご指導を
受けることができました。

月潟中学校
子どもたちが育つ地

域と学校のパートナー
シップを大事にして、祭り
や清掃などさまざまな活
動をしています。「防災訓
練」では、子どもたちが防
災グッズの作り方を地域
の皆さんに教えました。

学校が、地域が、
子どもが元気に！
学校が、地域が、
子どもが元気に！

学

社 民

問い合わせ　南区教育支援センター　☎372-6635
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電　話  025（373）1000（代表）
ＦＡＸ  025（373）2385

南区役所だより　No.286 平成31年3月3日
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31年1月末現在、カッコ内は前月比）：44,851人（－54）　男：21,836人（－28）　女：23,015人（－26）　世帯数 16,025世帯（＋6）（住民基本台帳による）



《広告欄》

スタート　５月１２日(日)午前９時
集合・解散場所　白根総合公園多目的広場
　小学3年生以上　先着2,000人
　ハーフ4,000円、10km・5km3,000
円、小・中学生1,000円、ペア3,000円
　ウェブサイト「RUNNET」で申し込み。
詳しくは同大会ホームページに掲載
　地域総務課　☎372-6604

　3月17日（日）午前10時～午後3時
　白根野球場
　飲食ブース、バッティング体験、ストラッ
クアウト、じゃんけん大会、ポニー乗馬体
験（1回300円）
　当日直接会場へ
　同野球場　☎372-2115

　保育士、調理補助な
どを募集しています。詳
しくは市ホームページを
ご覧ください。
　健康福祉課　
　☎372-6369

　３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
　３月５日(火)以降に電話で区民生活課
へ　☎372-6105

　３月１２日(火)午前10時～正午
　味方健康センター
　「自分の足で歩き続けるために」（講
義・実践）、「カーリンコンで楽しく体を動
かしましょう」
　自宅で介護をしている人、関心のある
人　先着20人
　小規模多機能型居宅介護事業所いき
いき味方　☎373-2466

　3月1２日(火)　午後７時～８時15分
　白根学習館ラスペックホール
　今どきの水害からの身の守り方
　当日直接会場へ
　地域総務課　☎372-6431

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

南区家族介護教室南区家族介護教室

参加しませんか

南区防災セミナー南区防災セミナー

第33回白根ハーフマラソン第33回白根ハーフマラソン

白根野球場ふれあい祭り白根野球場ふれあい祭り
お出かけください

市立保育園　臨時職員等を募集市立保育園　臨時職員等を募集
募　集

シートベルトやチャイルドシートは、万が一の交通事故のと
き、車に乗っている人の身を守る「大切な命綱」です。
車に乗ったら「すぐベルト」を合言葉に全座席シートベルトを
着用し、６歳未満の子どもにはチャイルドシートを使用しましょう。
問い合わせ　地域総務課　☎372-6431　

3月はシートベルト・チャイルドシート着用強調月間です

区民の文芸活動の結晶が完成！
「文芸みなみ風」第10号発売
区民の文芸活動の結晶が完成！
「文芸みなみ風」第10号発売
区民の文芸活動の結晶が完成！
「文芸みなみ風」第10号発売
内　容 随筆、コント、小説、詩、短歌、俳句、川柳など区民

の力作を集めた文芸集です。
価　格 1冊1,000円　（Ａ５判　151ページ）
販売・問い合わせ　白根地区公民館（白根学習館内）
☎372-5533
その他 郵送をご希望の場合はお問い合わせください。３月
中は味方地区公民館、月潟地区公民館でも販売します。

矢代田駅前第1・第2駐車場の利用者を募集しています。駅前で自家用車から
ＪＲに乗り換える「パークアンドライド」のための駐車場です。
通勤・通学で矢代田駅を利用する人は、ぜひお申し込みください。
使　用　料 1区画　月4,000円　※利用月分を一括納入
対　　　 象 市内在住または市内在勤・在学の人で、矢代田駅を通勤・通学で

利用する人
申し込み方法 直接または郵送で下記の書類を提出してください。
 ①所定の申請書（秋葉区役所建設課管理係に設置）
 ②自動車検査証の写し
 ③勤務先・通学先を確認できる書類（健康保険証・学生証などの写し）
申し込み・問い合わせ 〒956-8601(住所記載不要)秋葉区役所建設課管理係
  ☎0250-25-5690

矢代田駅前駐車場の利用者を募集します矢代田駅前駐車場の利用者を募集します

公共交通情報コーナー 路線バスの車両が
変更されます

　４月１日（月）から白根桜町～曽根駅前間を運行している、
路線バスの車両が、１０人乗りのジャンボタクシー車両に変
更となります。ルートやダイヤ、運賃の変更はありません。
　地域総務課　☎372-6605

スポーツスポーツ

　申し込み方法、定員、参加費などの詳細は、各施設にお問い合わせください。
(電話申し込み可)

白根カルチャーセンター　
3月15日(金)締め切り
☎373-6311　メール:culture@niigata-kaikou.jp

味方体育館　
3月17日(日)締め切り
☎378-4528　メール:ajikata@niigata-kaikou.jp

白根カルチャーセンター 味方体育館

白根総合公園屋内プール　
3月25日(月)締め切り
☎378-4435　メール:shironepool@niigata-kaikou.jp

○春期スポーツ教室

初心者対象の体験会です。各施設窓口または電話で申し込み(先着順)。
定員、対象などの詳細はお問い合わせください。

○無料体験教室

期 間 曜日 時 間教室名 教室名 期 間 曜日 時 間

教室名 期間 時間

教室名 日にち

4/3(水)

時　間
11:00～11:50
18:00～19:00

ZUMBA（ズンバ）
キッズヒップホップ
二十四式太極拳 4/5(金) 10:00～11:30

時　間

19:30～20:30

教室名

ピラティス
ルーシーダットン
（タイ式ヨガ）
フラダンス

日にち

4/9(火)
バレトン 4/8（月）

4/10(水)

4/11(木)

灯油漏れ事故にご注意ください！
　ホームタンクからポリタンクなどへの給油や、暖房器具の片付けの際などに灯
油を漏らしてしまう事故が多く発生します。
　川などに灯油が流れ込むと、水道の断水、農業・漁業への被害、環境汚染など
が発生し、灯油を漏らした人に対策費用や損害賠償が請求されることがあります。
　日頃から注意して油漏れ事故を防ぎましょう。
問い合わせ　区民生活課　☎３７２-６１４５車両イメージ

ピラティス
（午前）
フラダンス
タヒチアン
ダンス
ルーシーダッ
トン&セルフ
マッサージ
ストレッチヨガ
(夜)
エアロビクス＆
骨盤ダンス(夜)
ボディメイク
フィットネス

ストレッチヨガ
(午前)
エアロビクス＆
骨盤ダンス(午前)
いきいき健康
骨盤調整
エクササイズ
太極舞(タイ
チーダンス)
二十四式太極拳

ピラティス(夜)
ヨガ(午前)

4/1～6/24

4/8～6/24

4/9～6/18

4/10～6/26

4/11～6/27

4/4～6/20

4/12～9/20

4/6～6/15

月

火

水

木

金

土

10:30～11:30

13:30～14:30

14:45～15:35

10:00～11:30

19:00～19:45

20:00～20:45

10:00～10:50

キッズ
ヒップホップ

ZUMBA
（ズンバ） 11:00～11:50

18:00～19:00

10:00～10:45

11:00～11:45

13:30～14:30
19:00～19:45

20:00～20:45

10:00～11:30
ゆったり健康 13:30～14:20
ヨガ(夜) 4/12～6/28 19:00～19:45

20:00～20:45
10:30～11:30

いきいき健康
バレトン
ピラティス
ルーシーダットン
（タイ式ヨガ）
やさしい健康
卓球 
初心者・中級者

月

火

水

木
フラダンス

4/8～6/24
4/15～7/1
4/16～6/25

4/17～6/26

4/10～6/19

4/11～7/18

4/18～6/27

13:30～14:30

19:30～20:30

13:30～14:30

10:00～12:00

19:30～20:30

み
ん
な
の
水
泳

み
ん
な
の
水
泳

はじめて
クロール背泳ぎ
しっかり
クロール背泳ぎ
はじめて
平泳ぎバタフライ

はじめて
クロール背泳ぎ
しっかり
クロール背泳ぎ
平泳ぎバタフライ

しっかり
平泳ぎバタフライ

アクア
エクササイズ(夜)

らくらくアクア
フィットネス
ナイト水泳
はじめてクロール背泳ぎ
シニア水泳
はじめてクロール背泳ぎ

プールde健康
ナイト水泳
はじめてバタフライ
アクア
エクササイズ(午前)

4/15～
7/1

曜日

月

4/17～
6/26 水

10:30～
11:30

10:30～
11:30

10:30～
11:30

9:20～
10:10

14:30～
15:15

4/18～
6/27 木

4/19～
6/28 金

4/20～
6/22 土

14:30～
15:30

19:30～
20:15

19:30～
20:30

19:30～
20:30

南区役所だより　 平成31年3月3日No.286●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、4月7日号は3月
12日（火）まで、4月21日号は3月15日（金）
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
●高齢者やその家族の相談窓口 (３月 )
　新潟ユニゾンプラザ3階(中央区上所2)
◇一般相談　　毎週月曜から金曜(祝日
を除く)　午前9時～午後5時
◇法律相談(要予約)　　3月4日～25日
の毎週月曜　午後1時半～4時
　電話で新潟県高齢者総合相談セン
ターへ　☎285-4165

●日本脳神経外科学会東北支部会
　市民公開講座「脳の病気と最新治療」
　３月１７日（日）午前１０時～正午
　新潟大学駅南キャンパスときめいと
　(中央区笹口１プラーカ1　2階) 
　先着９０人  
　当日直接会場へ
　同支部会運営事務局 ☎282-7035

▷おはなしのじかん
　３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

３・４月の児童センター・児童館

■白根児童センター　☎372-0530
スプリングコンサート
　３月２５日(月)午後３時～４時
　ピアノ連弾クラブの子どもたちによる
楽しいミニコンサートです。
　どなたでも　　
　当日直接会場へ
■味方児童館　☎201-8346
オセロ大会
　４月６日(土)午後２時～４時
　友達とオセロで勝負してチャンピオン
を目指そう！
　小学生以上　先着２０人(要予約。定
員に満たない場合は当日参加可)

■白根北児童館　☎379-1260
春祭り
　３月１０日(日)午前１０時～正午　
　（受け付けは午前9時半から）
　ドキドキ抽選会や射的、花びらキャッ
チ等の遊びのブース、パン販売など。先
着100人にシフォンケーキとジュースを
プレゼント！(子どもに限ります)
　どなたでも。予約不要
■白根南児童館　☎201-6021
バルーンショー
　３月９日(土)午前１０時半から
　今年もNAMARAのminaさんによる
ショーを行います。

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
（3月21日（木）は祝日のため休館）

図書館情報図書館情報

■マリンひろば
　３月２０日(水)午前１０時半～１１時半
　子育て支援センター　マリンキッズ
　手話体験、茶話会
　乳幼児親子　先着6組
　同センター　☎362-3355

■しゃべろっと
　３月１５日(金)午前10時半～11時半
　味方児童館
　子守唄を体感しましょうVOL.4
　乳幼児親子　　当日直接会場へ
　同館　☎201-8346

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～

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

「おれんじサポート（認知症初期集中支援チーム）」を活用ください
認知症は特別な病気ではありません。２０２５年には６５歳以上の５人に１
人、約７００万人が認知症になるといわれています。認知症は早期に診断し適
切な対応を心がけることで、症状の進行を遅らせたり、悪化を予防したりす
ることができます。
南区では、「認知症だと思われるが医療や介護につながらない人」などに
対して、認知症初期集中支援チームがお手伝いをしています。チームは白根
緑ヶ丘病院内の認知症疾患医療センターに併設され、認知症の専門医・看
護師・精神保健福祉士といった複数の専門職で構成されています。チーム員
がお話を伺って（自宅へ訪問することも可能です）、かかりつけ医や関係機
関と連携を図りながら、受診や介護サービスの利用につなげています。
もしも、「家族が認知症かもしれないが病院に行きたがらない」などと悩ん
でいる人がいましたら、窓口となる最寄りの地域包括支援センターまたは担
当のケアマネジャーまでご相談ください。

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

地域包括支援センターによる『リオンドール白根店 高齢者出張相談会』
日時　3月14日（木）　午前１０時～１１時半
場所　リオンドール白根店（パンコーナー隣の休憩スペース）
内容　介護保険をはじめ高齢者に関すること全般。血圧測定も行います。　
　　　買い物のついでに気軽にお立ち寄りください。

『幸齢ますます元気教室』4～6月コース　参加者募集中！
いつまでも健康で、元気に動ける体を維持することを目的とした教室（新
潟市の委託事業）で、週１回3カ月間のコースです。ゆっくり行う体操やレクリ
エーションのほか、運動・お口の健康・栄養などについてのミニ講座もありま
す。市が認める対象者で、医師による運動制限のない人が参加できます。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。

▷読書会
　3月17日（日）午後２時から
　白根学習館2階ルーム２
　テーマ図書：『新潟樽きぬた』火坂雅
志／著　小学館　　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》
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） 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（☎３７２-６62
１）へお問い合わせください。 詳細はこちらから

南区では今年に入り早くも火災が発生しています。火災による被害を減らすた
めには、一人一人が普段の生活の中で防火に対する意識を高め、火災予防の対
策を行うことが大切です。ぜひ、この機会に防火の知識や技能を修得し、みんなで
防火意識を高めていきましょう。

春の火災予防運動 ４月１日（月）～７日（日）実施期間

(平成３０年度　全国統一防火標語)「忘れてない？　サイフにスマホに　火の確認」

■南消防署では春の火災予防運動期間に先がけ、
　白根バイパス開通式に合わせて、消防訓練と防火イベントを行います！！
開催日　３月１０日（日）
『消防訓練』 時間　午前９時～同３０分　　訓練場所　白根学習館
『防火イベント』 時間　午前1０時半～正午
 会場　白根バイパス敷地内（鯵潟地内）
 実施内容　初期消火・濃煙・応急手当体験、消防車両展

示、消防音楽隊コンサート、防火衣着装など

問い合わせ　南消防署市民安全課　☎372-0119

新潟弁で法律を解説
1月31日、白根学習館で「渋井ちゃんのにいがた弁法律講座」が開催されま

した。これは、白根地区公民館が主催した「セカンドライフをもっと豊かにする無
料講座」の一環として行ったもので、この日は31名が参加しました。
講師の渋井保之さんは、元裁判所首席書記官で、現在は“不幸予防士”とし

て活躍中。新潟生まれ新潟育ちの渋井さんは、新潟
弁で婚姻や養子縁組など身近な法律問題を分かり
やすく解説。親しみやすい語り口に参加者の皆さん
は聴き入っていました。
参加した根岸地区に在住の女性は「知らないこと

ばかりで参考になった。法律を勉強できる良い機会
になりました」と感想を話してくれました。

まちまちののの話題

　新潟県交通災害共済は、交通事故によるけがで、７日以上
の通院・入院をした人に見舞金を支給する助け合いの制度で
す。１人年間５００円の会費で、自動車事故だけでなく、自転車
による転倒事故も対象になるなど、充実した内容です。

申込期限 ３月２９日（金）まで（土・日曜・祝日を除く）
共済期間 平成３１年４月１日～翌年３月３１日（１年間）
※４月１日（月）以降の申し込みの場合、共済期間はその翌日からになります
会　　費 年間１人５００円（年度途中の加入も同じ）
申し込み  各金融機関（ゆうちょ銀行を除く）、地域総務課、出張所
※自治会・町内会を通じて申込書を配布。自治会等に属さない人は、直接、お近く
の金融機関（ゆうちょ銀行を除く）窓口または地域総務課、出張所窓口へ
問い合わせ　地域総務課　☎３７２-６４３１

平成31年度
「新潟県交通災害共済」加入者募集中
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