
【大凧】
　優勝の部　優勝 本新蝶組 準優勝 五郎組 3位 中蝶組
　技能の部　1位 五郎組 2位 本新蝶組 ２位 役者組　２位　日吉丸組
【巻凧】
　優勝の部　優勝 七生会 準優勝 古川岩見会 3位 六銭会
　技能の部　1位 七生会 2位 さんじ会組 2位 風神会
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　技能の部　1位 五郎組 2位 本新蝶組 ２位 役者組　２位　日吉丸組
【巻凧】
　優勝の部　優勝 七生会 準優勝 古川岩見会 3位 六銭会
　技能の部　1位 七生会 2位 さんじ会組 2位 風神会

　6月6日から開催された白根大凧合戦が6月１０日閉幕しました。今年は北風
（しもかぜ）に恵まれず、大凧の合戦が成立したのが１３回となり、ここ１０年間で
最少となりました。合戦数も例年の４分の１にとどまりましたが、揚げ手の熱気と
観客の歓声で最後まで盛り上がりました。
　大凧の部では、引き合い合戦の勝ち数を競う「優勝の部」を本新蝶組が制し、
合戦数を競う「技能の部」を五郎組が制しました。
問い合わせ　産業振興課　☎372-6505

優勝は１７年ぶりですが、単独優
勝したのは２８年ぶりとなり、大変う
れしいです。今年はけが人を出して
しまったので、来年はけがには十分
注意して、２連覇を目指します。

本新蝶組　会長　和田武徳さん
喜びの声
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白根大凧合戦ドキュメンタリー映画
『凧ノ国』制作に伴う写真提供のお願い

三百年の伝統を誇る白根大凧合戦に焦点を当てた
ドキュメンタリー映画『凧ノ国』が完成しました。（監督：
梨本諦鳴　制作：株式会社サニーレイン）
今後、凧やまちの魅力を一層広く伝えるため、この
作品を国内外の映画祭へ出品する予定です。
凧の大きさや絵柄・種類、凧とまちの人たちの距離

感、歴史をより分かりやすくするため、凧にまつわる写
真を映画のプロモーションに使用します。
皆さんの大切な思い出の写真を提供してください。

送付先　〒９５０－１２９２（住所不要）南区役所産業振興課　商工観光推進室
※直接の持ち込みも可　郵送の場合は送料を負担してください
問い合わせ　同室　☎３７２－６５０５

○ 大凧との記念撮影、製作中の
 写真など
・ 白黒、カラーは問いません
・ 古いものでも新しいものでも
 構いません
・ 写真の返却はできません
・ 締め切り ７月３１日（水）必着

“大凧と人が一緒に写っている写真”

風雨に負けず　
　熱戦続いた5日間
風雨に負けず　
　熱戦続いた5日間

優勝は
本新蝶組！

発　行／新 潟 市 南 区 役 所
編　集／南区役所地域総務課
〒950－1292 南区白根1235番地
電　話  025（373）1000（代表）
ＦＡＸ  025（373）2385

南区役所だより　No.294 令和元年7月7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（令和元年5月末現在、カッコ内は前月比）：44,719人（－25）　男：21,759人（－32）　女：22,960人（＋7）　世帯数 16,104世帯（＋5）（住民基本台帳による）



《広告欄》

図書館情報図書館情報

▷おはなしのじかん
　7月11日・２５日(木)午前１１時～同３０分
　乳幼児から
▷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、ゆっくりとお過ごし
ください。
▷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です。

白根図書館　☎372-5510 月潟図書館　☎375-3001
▷読書会
　7月21日（日）　午後2時から
　白根学習館２階ルーム２
　テーマ図書『ナイルに死す』　アガ
サ・クリスティー/著　加島祥造/訳　早
川書房
▷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

健康健康

胃がん・肺がん（結核）検診

受付時間

午前9時～
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）
■7月の日程　胃がん・肺がん（結核）検診同日実施

各がん検診の自己負担金
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

肺がん

その他
新潟市国民健康保険加入者は半額
生活保護受給者・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）

問い合わせ　健康福祉課　☎３７２－６３８５

熱中症にご注意ください！

・湿度が高い日　・風が弱い日
・急に暑くなった日 室内でも注意が必要です

ためらわず救急車を
呼んでください

◆熱中症の発生場所の第1位は「室内」です！

・子ども　・高齢者　・屋外で働く人　・スポーツをする人　・キッチンで火を使う人

●意識の異常(自力で水分が飲めない)、けいれん、
　体が熱い、歩けないなどの症状がある場合

問い合わせ　南消防署地域防災課　☎372-0119

こんな人は注意が必要です

子どもは体温調節機能が未発達で、高齢者は温度変化に対する体の調節が鈍
くなっているので、特に注意が必要です。

■期日前投票が利用できます
　選挙当日に仕事やレジャーなどの理由で投票できない場合は、期日前投票がで
きます。南区内に在住の人は下記期日前投票所で投票できます。

７月２１日（日）は参議院議員選挙の投票日です
わたしたちの未来を決める大切な一票です。忘れずに投票しましょう！

※投票所入場券がない場合でも、期日前投票所で再発行できます
問い合わせ　南区選挙管理委員会事務局　☎３７２－６７０２

南区役所

７月２０日（土）まで

味方出張所・月潟出張所
７月１３日（土）～２０日（土）

※期間が短いので注意してください
午前８時半～午後８時

投票所

期　間

時　間
持ち物 投票所入場券（裏面宣誓書を記入し持参）

■白根児童センター　☎372-0530
開館時間　午前9時～午後7時　
ちびっこプール
　7月15日（月）～31日（水）の平日午前
10時～11時（雨天中止）
　ビニールプールで水遊び　
持ち物　水遊び用おむつ、着替え
　未就学児と保護者
　当日直接会場へ
■白根北児童館　☎379-1260
開館時間　午前9時～午後7時
ドッジボール大会
　7月26日(金)午後2時～3時
持ち物　タオル、水分補給用の飲み物
　小学生
　当日直接会場へ
■白根南児童館　☎２０１-６０２１
開館時間　午前9時～午後6時
白根南児童館で音楽に触れちゃいな祭
　8月4日(日)午前11時～午後3時

　地域の人や子どもたちによる演奏や
飲食ブースなど※先行予約で飲み物プ
レゼント
　当日直接会場へ※先行予約は7月20
日(土)までに同館へ
■味方児童館　☎201-8346
開館時間　午前9時～午後6時　
ちびっこ誕生会
　7月17日(水)午前10時半～同50分
　６、7月誕生児のお祝い会
　乳幼児と保護者
　当日直接会場へ

■ほっぺちゃんひろば
　7月11日（木）午前10時半～11時半
　白根児童センター
　ハンドトリートメントとハーブティでほっ
とティパーティ
　子育て中の女性
　当日直接会場へ
　同館　☎３７２－０５３０

子育て子育て

検診日
７月１９日（金）
２３日（火）
２７日（土）
３０日（火）
３１日（水）

会　場
新飯田地域生活センター
鷲巻地域生活センター
白根健康福祉センター
根岸地域生活センター
白根健康福祉センター

【熱中症の症状】
・吐き気、めまい、力が入らない。　・体が熱く、汗は出ず皮膚が赤く乾いている。
・けいれん、意識の異常

【予防対策】
「スポーツドリンクなどミネラルが入った水分補給」と「適
度な休憩」。
室温は２８℃以下を目安に、エアコンなどを使用しましょう。
外出時は日陰を歩いたり、日傘や帽子などで直射日光を
避けましょう。

【応急手当】
・涼しい場所に移動し、衣服を緩め、安静に寝かせる。
・エアコンを使用する。
・霧吹きで皮膚に水をかけ、扇風機やうちわなどで体を冷やす。
・両側の首筋や脇の下、太もものつけ根などを氷枕や保冷剤で冷やす。
・水分が飲めるようであればスポーツドリンクや経口補水液などを少しずつ
 飲ませる。

７・8月の児童センター・児童館
目玉イベント

子育てオーエンジャー☆みなみ

おやこで楽しもう！読書の時間おやこで楽しもう！読書の時間おやこで楽しもう！読書の時間

第３４回月潟地区駅伝大会　参加チーム募集
　朝のすがすがしい空気の中、仲間と共にたすきをつないで月潟地区を駆け抜けま
しょう。
期　　　日 ８月２５日（日）　
選 手 受 付 午前６時　スタート　午前７時
受 付 場 所 月潟小学校玄関前
コ　ー　ス 月潟地区一周６区間　１４．６ｋｍ　月潟小学校スタート・ゴール
参　加　費 １チーム２，０００円　参加資格　小学３年生以上
チーム編成 １チーム６人
申 し 込 み ７月３１日（水）までに参加費を添えて備え付けの申込用紙により月潟

地区公民館へ
問い合わせ 月潟地区公民館　☎３７５－１０５０

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
合相談窓口

●●●●●● 今月のお知らせ

地域包括支援センターでは、高齢者の人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。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

「健康チェック&高齢者出張相談会」を開催します‼

日時 7月22日（月）　午前10時半～正午
場所 イオン白根店1階フードコート
内容 〇新潟白根総合病院・生協事務局による「健康チェック」
 　各種測定[血圧・血管年齢・足指力・握力・身体組成（体脂肪、筋肉量等）]
 〇地域包括支援センターによる「高齢者出張相談会」
 　介護保険をはじめ高齢者について

どなたでもどうぞ !!

南区役所だより　 令和元年7月7日No.294●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 ♣＝にいがた未来ポイント



料が必要　　7月21日(日)から各回開催
日前日までに同館　☎３７２－０３１４

　７月２３日（火）午前10時～正午　　月
潟地区公民館　　「人生いろどり」の上
映（邦画１１２分）　　当日直接会場へ

　国税や登記など国の業務や郵便、年金
業務についての意見や相談に行政相談
委員が応じます。

　当日直接会場へ
　区民生活課　☎３７２－６１０５

　７月１６日(火)午後７時～８時半
　白根学習館ラスペックホール　　先着
505人※上映後希望者のみ茶話会と図
書貸し出しあり　　当日直接会場へ

　7月19日(金)午後3時～4時半
　リオン・ドール白根店　　実物大の料
理サンプルにより、簡単に食事の栄養バ
ランスを診断できる体験コーナーを開設
します。　　当日直接会場へ　　食と花
の推進課　☎226-1792

　8月4・18日(日)午前11時～正午
　しろね大凧と歴史の館　　4日はパン
ダ凧、18日はセミ凧を作ります。　　各回
小学生先着10人(小学3年生以下は保護
者同伴)　　300円（材料費）※別途入館
　

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。

つきがた映画むらつきがた映画むら

月潟地区公民館　☎375-1050

行政相談所を開設しています行政相談所を開設しています

相　談

公共交通情報コーナー まちなかの移動は
「ぐるりん号」で

《広告欄》

６月１４・１５日に、新飯田の神明宮や商店
街で地域の悪魔祓いや商売繁盛、五穀豊穣
を祈念して神楽舞、天狗舞、子どもたちによ
る手踊りが披露されました。
１５日の夜に行われた「舞い込み」では、神
明宮に神輿を奉納しようとする若い衆と、そ
れを食い止め祭りを終わらせまいとする若い
衆が、激しく何度もぶつかり合い、大勢の観客とともに熱く盛り上がりました。

まちまちののの話題 白根水道町ポンプ場通水式典
６月６日に行った式典では、新潟市消防音楽隊
の演奏に合わせ、諏訪木保育園の園児たちが合
唱を披露しました。来賓などによるテープカットの
際には、園児たちによるバルーンリリースが行わ
れ、会場は暖かい雰囲気の中、１０年に一度の大
雨にも対応できるポンプ場の通水を祝いました。

にいだ祭りが行われました

区中心部を循環しているまちなか循環ルート「ぐるりん号」の利用者数は、平
成２７年１２月の運行開始以降、年々増加しています。
今後も継続して運行するためには、より多くの人の利用が必要です。
梅雨の時季は、「ぐるりん号」で快適に出掛けましょう。

夜の名作上映会「禁じられた遊び」
～シロネシネマ喜楽座～

夜の名作上映会「禁じられた遊び」
～シロネシネマ喜楽座～

白根地区公民館　☎372-5533

　掲載を希望する場合は、8月4日号は7月
9日(火）まで、8月18日号は7月17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

ダ凧、18日はセ
小学生
者同伴

作ります
3年生以
材料費）※

セミ凧を作
人(小学
00円（材

18日はセ
生先着10人
伴)　　30

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
●第１回しろね桃りんぴっく２０１９

　７月１５日（月・祝）午前１０時～午後2時
　フルーツ童夢やまだ農園　　桃にまつ
わる競技（収穫した桃の大きさ、むいた皮
の長さ比べ、種飛ばしなど）、成績上位の
人に景品プレゼント。その他桃の販売や
各種出店あり。　　抽選２０組（競技参加
者）　　当日直接会場へ※競技参加希
望の人は７月１０日（水）までにメール　
（tomura-s@niigatamirai.jp）でＪＡ新
潟みらい果樹青年部戸村

●大鷲夜まつり
　7月27日(土)午後4時半～8時　　大鷲
公園　　飲食コーナーや楽しいゲームなど
　同まつり実行委員会　☎280-2043
●第２５回老連囲碁将棋大会
　８月８日（木）午前９時２０分～午後５時　
　白根地域生活センター　持ち物 飲み物
　１，０００円（昼食代込み）　　８月１日（木）
午後４時までに渡邊　☎090-2338-5418
●第 6回　能登の灯りプロジェクト
　お祭り広場
　8月10日(土)午後7時～9時50分
　能登諏訪神社　　花火やビンゴ大会
（景品あり）など　　能登連合町内会　
田村　☎090-2750-7557

第１８回　
臼井地区まつり
　狸に扮して、行列とステージイベントに参加しませんか。
主役となるカップルを募集します。
開催日 １０月１４日（月・祝）
会　場 デイサービスセンターうすい前特設会場
資　格 市内在住の結婚後１年以内、または１年以内に結
婚予定のカップル（応募多数の場合は臼井地区まつり実
行委員会で選考）
その他 主役カップルには副賞があります。
申し込み　7月31日（水）までに同実行委員会へ　☎３７３－５０１８

「狸の婿入り行列」主役カップル募集

《ぐるりん号利用者数の推移》 （単位：人）

問い合わせ　地域総務課　☎372‐6605

スポーツスポーツ

○水辺の安全教室　着衣泳プログラム
　８月５日(月)午前１０時～１１時半　　水難事故の際に自分を助ける「助かる救
助法」の教室　持ち物　水着、バスタオル、洗濯済みの濡れても良い衣服と靴ま
たはサンダル　　小学生以上先着３０人　　参加費無料　※別途入場料が必要 
一般２００円、６５歳以上、小・中学生１００円　　味方体育館　☎３７８－４５２８

味方B&G海洋センタープール

居眠り運転の防止・飲酒運転の追放
　夏は疲労が蓄積されやすく、居眠り運転を原因とする交通事故が多発します。長
時間運転をする際には、早めの休憩を心掛け、居眠り運転を未然に防ぎましょう。
　また、レジャーでお酒を飲む機会が増える季節です。『飲んだら運転しない、運転す
るなら飲まない、飲んだ人には運転させない』 を徹底し、飲酒運転を根絶しましょう。

問い合わせ　地域総務課　☎３７２－６４３１

絶しましょう。

　７月は「社会を明るくする運動」の強化月間です。この運動は全ての国民が犯罪
や非行の防止と、罪を犯した人たちの更生について理解を深め、それぞれの立場に
おいて力を合わせ、犯罪や非行のない安心・安全な地域社会を築こうという全国的
な運動です。　問い合わせ　健康福祉課　☎３７２－６３０３

第６９回「社会を明るくする運動」～犯罪や非行を防止し、立ち直りを支える地域のチカラ～

～粗大ごみの出し方～
【戸別収集を希望する場合】
　粗大ごみ受付センター（☎２９０-５３５３）へ、電話で申し込みをしてください。
受付時間　月曜日～土曜日（祝休日および12月29日(日)～1月3日(金)を除く）
料金　品目により異なります。粗大ごみ受付センターで確認してください。
【処理施設へ持ち込む場合】
　白根環境事業所（南区臼井２１３５－１　☎３７１-５０７０）へ直接搬入してください。
受付時間 月曜日～土曜日（祝休日は除く）
 午前８時半～午後０時１５分・午後１時～午後５時
手 数 料 １０㎏ごとに６０円（家庭系）※搬入時に現金で支払ってください
問い合わせ　区民生活課　☎３７２-６１４５

簡単創作凧作り簡単創作凧作り

食事バランス診断体験食事バランス診断体験

お出かけください
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【夏の交通事故防止運動期間】　７月２２日（月）～３１日（水）

競技申し込みはこちら
ふん
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