
第33回第33回
5月12日　 午前9時スタート5月12日　 午前9時スタート日 雨天決行

南区の一大スポーツイベント「第33回白根
ハーフマラソン」を5月12日（日）に開催します。
県内外から約１,9００人を超えるランナーがさわ
やかな風薫る南区を駆け抜けます。皆さんの温
かい声援をお願いします。

沿道からの「がんばれ」の声が、ランナーの力となります。
当日は、沿道からの応援をぜひお願いします。
沿道からの「がんばれ」の声が、ランナーの力となります。
当日は、沿道からの応援をぜひお願いします。

交通規制の
お知らせ
交通規制の
お知らせ

　午前８時から正午まで、コース上またはコースと車道が交差する地点で、臨時の
交通規制を行いますので現場の係員・警察官の指示に従ってください。
　コース上での車両駐車はご遠慮ください。また、車を運転する場合は、ランナー
の安全な走行にご協力をお願いします。

熱い応援、温かい声援を！

問い合わせ
南区スポーツ協会事務局
（地域総務課広報・文化スポーツグループ内）　☎372-6604
白根ハーフマラソン大会事務局（ＮＰＯ法人エス・ネット内）
☎0259-74-3515
大会当日　白根カルチャーセンター　☎373-6311

コース図（先頭通過予想時間）

大分県の豊後絞り、名古屋の有松・鳴海絞り、そして越後の
しろね絞りを総称して「日本三大絞り」と言われています。
平成５年に新潟市無形文化財の指定を受けています。

日本三大絞りの歴史と伝統を引き継ぐ歴日本三大絞りの歴歴史と伝統

しろね絞り

白根地域で布の一部を縛るなどして圧力をかけ、染料が染み込まないようにすることで
模様を作る染技法により生産された絞り染めのことです。
白根の地で絞りが行われるようになったのは江戸時代後期で、明治時代には全国に広
がり、最盛期は白根町の女性の８割が生産に携わったと伝えられています。
しかし、第一次・第二次世界大戦や白根大火、洪水などにより生産量が落ち込み、さら
に戦後の洋装化によって衰退していきました。
この優れた技法を復元したのは、南区内で活動する「サークルしろね絞り」です。伝統技
法の研究と実践を行い、末永く文化を伝承できるよう後継者育成にも力を入れています。
現在は小学校で出前授業を行っているほか、毎年一般の人向けに講座を行っています。

約250年前から続く伝統的な絞り染め「しろね絞り」。鮮やかな藍色が特徴で、県内外
に多くのファンを持つ南区の宝物の一つです。

　６月１２日～令和２年３月１１日　毎月第２・8月のみ第1水曜（全１０回）　午前１０時～午後１時
　白根学習館
　市指定無形文化財「白根絞り」の技術の習得。2年間のプログラム
　６人（応募多数の場合は抽選）　令和２年度開催の同講座（経験者向け）に引き続き参加できる人
　１年目:約2万6千円（絞り道具、教材用布代）、2年目:約1万円
　５月２０日（月）までに白根地区公民館へ　☎３７２-５５３３

市民文化講座「白根絞りコース」受講生募集

しろね絞りとは

ハーフマラソン、１０ｋｍ、５ｋｍ、２ｋｍの４種目で競います。

　印の交差点は渋滞が予想されます。
迂回路へお回りください。
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南区役所だより　No.290 令和元年5月5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3月末現在、カッコ内は前月比）：44,786人（－39）　男：21,806人（－21）　女：22,980人（－18）　世帯数 16,078世帯（＋47）（住民基本台帳による）



子育て子育て

《広告欄》

▷おはなしのじかん
　５月９日・２３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）
　５月１８日・２５日(土)午前10時半～11時
　ボランティアによる読み語りです。
▷赤ちゃんタイム
　毎週木曜　午前10時～正午
　月潟図書館視聴覚室
　赤ちゃんと一緒に、図書館でゆっくりと
お過ごしください。
▷こどもの読書週間事業
「春のスペシャルおはなし会」
　５月１１日(土)午前１０時半～１１時１５分
　絵本の読み語りと簡単な工作を楽し
むイベント

白根図書館　☎372-5510

月潟図書館　☎375-3001

5月の児童センター・児童館
■味方児童館　☎201-8346
開館時間　午前9時～午後6時　
ちびっこ広場お誕生会
　５月２２日(水)午前１０時半～１１時
　５月生まれの友達をお祝いしよう！
職員による手遊びや読み聞かせ、体操
を行います。
　乳幼児とその保護者　定員なし
■白根北児童館　☎379-1260
開館時間　午前9時～午後7時
わくわくタイム
　毎週水曜日　午後４時半から５時

　ドッジボールや鬼ごっこで思いっきり
体を動かして遊ぼう！
※内容は週ごとに変わります。
　小学生　定員なし
■白根南児童館　☎201-6021
開館時間　午前9時～午後6時　
宝さがしゲーム
　５月１１日(土)午後１時半から
　チームに分かれてお宝を探した後は
おやつパーティをしよう！
　小学生（要予約）

今月の目玉イベント

図書館情報

■しゃべろっと
　５月１７日(金) 午前10時半～11時半
　味方児童館
　親子リトミックと茶話会
　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”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。南区内の児童セ
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。

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～

▷読書会
　５月１９日（日）　午後2時から
　白根学習館2階ルーム２
　テーマ図書：『スキップ』北村薫/著　
新潮社
▷赤ちゃんタイム
　毎週土曜 午前11時～午後2時半
　白根図書館　おはなしのへや
赤ちゃん連れでもお気軽に図書館へ！
▷おはなしのじかん
　毎週土曜　午後2時から
　白根図書館　おはなしのへや
申し込み不要

健康・福祉健康・福祉

胃がん・肺がん（結核）検診

受付時間

午前9時から11時半

持ち物

受診券
個人記録票
健康保険証
自己負担金

■胃がん検診
　40歳以上　　検診車によるＸ線間接撮影（バリウム）検査
■肺がん（結核）検診
　40歳以上　　検診車による胸部Ｘ線間接撮影とかくたん検査（かくたん検査は
65歳以上の該当者のみ）
■5月の日程【胃がん・肺がん（結核）検診同日実施】

会　場
西白根公民館
七穂公民館
茨曽根地域生活センター
東長嶋集落開発センター

　健康福祉課　☎372-6385

乳がん検診

　検診車によるマンモグラフィ(乳房X線撮影）検査
　職場などで受診の機会がない40歳以上の偶数年齢(令和2年3月31日時点)
の女性。ただし、奇数年齢であっても昨年度受診していない人は受診可能 
持ち物　受診券、健康保険証、自己負担金    
　検診日の2日前までに新潟市役所コールセンターへ　☎243-4894

　健康福祉課　☎372-6385

受付時間
①9:30～10:30
②10:30～11:30

検診日

6月15日(土)

予約開始日

5月18日(土)

会　場

白根健康福祉センター

各がん検診の自己負担金

事前予約が必要です

40歳
無　料

70歳以上
無　料

41～69歳
1,000円
無　料

年齢(令和2年3月31日時点） 
胃がん・かくたん検査・乳がん

肺がん

その他
新潟市国民健康保険加入者は半額
生活保護世帯・市民税非課税世帯の人は無料(「無料受
診券」が必要。検診日の10日前までに要問い合わせ)

書館 ☎372 5510

おやこで楽しもう！
読書の時間
おやこで楽しもう！
読書の時間

４月１日新元号「令和」が発表されました。発表を受けて、白根凧合戦協会の
皆さんが直ちに令和凧を製作。当日は風に恵まれ、平和への願いを受けた凧は
力強く大空を舞い上がりました。

検診日
15日（水）
17日（金）
23日（木）
28日（火）

まちまちののの話題 スペシャル

「令和凧」空を舞う！

4月13日～24日に、映画「瞽女」の撮影が
笹川邸で行われました。この映画は「最後の
瞽女」として晩年注目された新潟県出身の故
小林ハルさんの半生を描いた作品です。ハル
さんの生誕１２０年にあたる令和２年の公開を
目指し、現在、瀧澤正治監督＝写真左＝の
下、県内各地で撮影が続いています。
１３日に笹川邸の小出館長＝同右＝が、今
が旬の南区産イチゴ「越後姫」を差し入れま
した。瀧澤監督は「みんな喜びます。おいしく
食べます。」と笑顔で受け取りました。

映画「瞽女」の出演者に越後姫の差し入れをしました！

こんにちは！高齢者の総合相談窓口

地域包括支援センター ●で ●す
地域包括支援センターは、高齢者が住み慣れた地域で安心して生活していくため

に福祉・医療・生活などさまざまな相談に応じています。
南区では3つの地域包括支援センターが市の委託を受けて活動しています。

地域包括支援センターは高齢者についての総合相談窓口です。健康や介護、消
費者被害や成年後見制度などについて、お気軽にご相談ください。相談は無料で
秘密は守られます。

高齢者についての日常生活のさまざまな悩み事相談に応
じ、必要なお手伝いをしています。
高齢者の権利を守るため、虐待の防止や制度の活用など
の相談に応じます。
介護保険の要支援1・2、事業対象者の方に対し、介護予
防ケアプランの作成をします。
地域全体で高齢者を見守り、支援していくことができるよ
う関係機関をつなぎます。

☆地域包括支援センターの主な業務

総合相談と支援

権利擁護事業

介護予防のマネジメント

ネットワーク作り

地域包括支援センターしろね北
高井東2丁目2-30（北田中バス停そば）
☎362-1750
【担当地域】　白根北中学校区、臼井中学校区

地域包括支援センターしろね南
上下諏訪木817-1（旧白根保健センター）
☎373-6770
【担当地域】　白根第一中学校区、白南中学校区

※今年度から職員交代がありました。

※今年度から職員交代がありました。

地域包括支援センターあじかた
西白根44（常盤園内）
☎372-5121
【担当地域】　月潟中学校区、味方中学校区
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　掲載を希望する場合は、6月2日号は5月
8日（水）まで、6月16日号は6月12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
●憲法週間行事「保育園児たちの作品展」
　5月9日（木）・10日(金)　
　午前8時半～午後6時
　新潟家庭裁判所(中央区川岸町１)
　不要。当日直接会場へ
　新潟家庭裁判所総務課庶務係
　☎333-0053
●第15回新潟福祉機器展
　５月１０日（金）午後１時～４時半、１１日
（土）午前10時～午後4時半、12日（日）
午前9時半～午後3時半
　新潟市産業振興センター
　くらしに役立つ最新機器を体験展示
　当日直接会場へ
　新潟市福祉機器展実行委員会
　☎0250-25-2626
●第１５回Kacco癒しの講演会in新潟

　５月１８日（土）午後２時～４時半
　新潟市総合福祉会館(中央区八千代)
　心の病や引きこもりがテーマ
　Ｋacco講演会事務局新潟支部
　☎０８０-３１９０-７４１６
●音声訳ボランティア養成講座「初めての音声訳」
　６月１５日・２９日、７月１３日（土曜全3回）
　午後１時半～３時半
　白根健康福祉センター 第２研修室
　音声訳の基礎 　　２０名
　音声訳ひばり会　栗田へ
　☎０９０-２１６５-５５７８
●新潟県認知症コールセンター開設
　☎281-2783
　毎週月曜日から金曜日午前９時～午
後５時（祝日、年末年始を除く）
　認知症の人やその家族の相談窓口

　5月14日・28日（火）午前10時～11時半
　白根学習館ルーム３
　就園前の親子の「くつろぎの場」です。
14日は「親子リトミック」、28日は「しゃべ
り場」を行います。
　未就園児とその保護者(０歳児から可)
　不要。直接会場へ

●霜鳥健二展「鉄の彫刻展」
　5月21日(火)～6月9日(日)午前９時～
午後９時　（6月2日は休館）
●トーク＆ワークショップ
「立体を造る―ゆらぎ」参加者募集
　6月1日（土）午後1時半～3時
　小学5年生から大人　先着15名（小学
生は保護者同伴）　　300円
　講師（霜鳥健二氏）と木の枝を使った落ち
そうで落ちない「やじろべー」を作ります。
　5月27日（月）までに同館

　５月２６日(日)　午前9時半～正午
　5kmウオーキングとイチゴ狩り
コース　大鷲公園～白根グレープガーデ
ン往復（片道2.5km程度、約40分）
　5kmを時間内に歩ける人　先着90人
持ち物　飲み物、日よけ（帽子等）、タオ
ル、雨具など
その他　小雨決行。荒天の場合は、イチ
ゴ狩りのみ
　小学生以上900円、未就学児600円
　大郷・鷲巻・根岸・大通の各地域生活セ
ンター・白根学習館・
白根カルチャーセン
ター・味方体育館に備
え付けの申込書を確認
し、5月20日（月）まで
に白根地区公民館へ
　同館　
　☎372-5533

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。

健康スマイルウオーキング健康スマイルウオーキング

参加しませんか

公共交通情報コーナー 新しいラッピングで
運行中！

　４月からピンク色を基調とした鮮やかなラッピング
が施された「スーパージャングル号」が運行中です。お
出掛けやお買物にぜひ南区バスをご利用ください。
　南区では区バスの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。
問い合わせ　地域総務課　☎372-6605

スポーツスポーツ
白根総合公園屋内プール
○こどもの日イベント　参加者募集

　白根カルチャーセンター　☎373-6311
　参加無料　ただし高校生以上別途入場料が必要。
　一般500円、65歳以上200円

《広告欄》

地域で子育てネットワーク
子育てサロン　モモ

地域で子育てネットワーク
子育てサロン　モモ

豊栄地区公民館　☎387-2014新体制でスタートします！
　新潟市消防団南方面隊は、今年度から１５分団
を５分団に再編しました。これにより災害時には効
率的に部隊が活動できるようになりました。
＊積載車（消防車）の台数には変更はありません。

問い合わせ　南消防署地域防災課消防団係　☎３７２-０１１９

下水道整備地域にお住まいの皆さまへ
～下水道への接続をお願いします～

　下水道は汚れた水をきれいにして川や海へ戻す施設です！！ 
私たちが安全で快適に暮らすためには、下水道はかかせませ
ん。まだ接続されていない方は、早急に下水道への接続をお
願いします。　
問い合わせ　南下水道推進室　☎372-6661　　

　関東信越国税局ではスーパーやコンビニエンスストア、酒販店などで未成年
者飲酒防止のための表示状況を確認し、税務署に連絡していただく協力員を募
集しています。応募方法など詳細については国税庁ホームページをご覧ください。
問い合わせ　新潟税務署　☎２２９-２２０５

水玉ぼうし

酒類販売管理協力員を募集します

自転車安全利用五則を知っていますか？
　気候が暖かくなると、自転車に乗って出掛ける機会も増えてきます。自転車安全
利用五則は、自転車に乗るときに、特に重要な５つのルールです。自転車は運転免
許のいらない手軽な乗り物ですが、大きな事故になることもあります。安全運転を心
掛けましょう！

１．自転車は、車道が原則、歩道は例外
２．車道は左側を通行
３．歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
４．安全ルールを守る 夜間はライトを点灯、飲酒運転、二人乗り、併進の禁止
 交差点での信号遵守と一時停止、安全確認
５．子どもはヘルメットを着用

【自転車安全月間】5月1日（水）から31日（金）までの1カ月間
【春の全国交通安全運動】5月11日（土）から20日（月）までの10日間
【交通事故死ゼロを目指す日】5月20日（月）
　地域総務課　☎３７２-６４３１

飲酒運転

７月１日採用の非常勤職員を募集
雇用期間 ７月１日(月)から令和２年３月３１日（火）

※試験案内・申込書は市役所本館案内、区役所地域総務課、出張所などで配布。市
ホームページにも掲載

イベント名

アクアチューブ
体験会

日にち

5/5

曜日

日

時間

11:00～12:00
14:00～15:00

対象

小学生
以上

・白根北分団（大郷・鷲巻・根岸・大通）
・白根中分団（白根・小林・臼井）
・白根南分団（新飯田・庄瀬・茨曽根）
・味方分団
・月潟分団

南方面隊分団担当区域図

南方面隊春季連合演習を実施します
日時　５月１９日（日）午後２時から
場所　白根総合公園　多目的広場

白根北

味方

月潟

白根中

白根南

職　種
勤務場所
採用人数
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
報　酬
業務内容

応募資格

申し込み

一般事務
西部地域下水道事務所南下水道推進室

157,900円
下水道の接続推進業務

普通自動車免許があり、ワード・
エクセル等のパソコン操作がで
き、窓口受け付けなどの事務経
験が１年以上ある
5月16日(木)までに所定の申込書
を南下水道推進室（☎372-6661)
へ提出(郵送、窓口提出可)

一般事務(身体障がい者)
区民生活課

１人

窓口業務、パソコン端末入力、
書類整理ほか

身体障害者手帳の交付を受け
ている

5月17日(金)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)
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