
７月１４日、しろね大凧タウンガイド主催の
「第3回しろねのまち・小路サイン整備連絡
会」が行われました。この取り組みはまち歩き
の案内スポットにサイン（案内看板）を掲示し、
白根のまちの空間や景観をより分かりやすく
楽しくしていこうというもの。当日は現地での
サイン掲示を実験的に行い、サインの大きさや
景観上の改善点、障害となるものなどを確認
しました。来年度に、約２０カ所のサイン設置を
行うことを目標に今後も検討を重ねていきます。

しろねのまちに実験的サイン掲示

ガイドと歩く

しろね大凧タウンガイド

月潟ガイドの会 有願会まちあるき係
う　　がん　 かい

魅力発見まち歩き
慣れ親しみ、当たり前の風景となっている南区の街並み。
しかし、ガイドと一緒に歩くことで、時間とともに移り変わったもの、
変わらないものを発見し今まで気づかなかった魅力に触れることができます。
夏休みの宿題に親子で歩いてみるのもお勧めです。
区内で活動している３団体を紹介します。

『しろね大凧タウンガイド』の皆さんは白根商
店街を中心に活動しています。白根大凧合戦の
期間はもちろんのこと、普段も切妻造りの町屋
など白根大火から２年余りで復興した街並みを
中心に案内をしています。そのほか、見どころス
ポットに案内看板を設置する活動も行っていま
す。白根のまちの成り立ちを理解し、さらに魅力
ある街並みづくりを目指しています。

『月潟ガイドの会』の皆さんは、角兵衛獅子の歴史や、中ノ口川の水運で栄え
た各所などの見どころを案内しています。平成２９年から本格的にガイドを始め、
現在7人のメンバーで活動。希望時間により、コースの組み立てもしています。

●選べる6コース

創業200年の老舗庭幸酒屋

角兵衛獅子の守護尊　角兵衛地蔵尊

国の天然記念物　類産ナシ満徳寺の境内にある二層屋根の経蔵

建物の外壁が看板となっている看板建築

伝統的な切妻屋根の街並み

ガイド申し込み先　しろね大凧タウンガイド　☎070-4296-3345（9:00～18:00）　メール　shironetown@yahoo.co.jp

ガイド申し込み先　月潟農村環境改善センター　☎３７５－５５００

所要時間：９０分～120分　一人５００円（中学生以下無料）

白根はこれほど面白いところはないくらい見ど
ころがたくさんあります。地元の人にこそ、一度歩
いてもらい、身近にある魅力や、小さな発見をして
もらいたいです。お一人様からご案内しています。

『有願会まちあるき係』の皆さんは１０年前から新飯田地区を案内しています。
江戸時代、良寛と交流のあった有願の足跡をはじめ、毎回違う見どころを加えて
コースを組み立て、何度参加しても飽きないまち歩きができます。時間と要望によ
り、依頼人だけのオリジナルの案内もしています。

大野精肉店の
ハムカツ

ガイド申し込み先　有願会まちあるき係　☎３７４－２７２４

コース１ 白根大凧合戦の魅力と見どころを堪能　
コース２ 白根大凧合戦と歴史的町屋群を巡る　
コース3 歴史ある町屋が並ぶ街並みを巡る　
コース４ 白根の路地と階段の魅力をそぞろ歩き　
コース５ 水との戦いと交通の要のブラ歩き
コース６ 凧合戦期間中でなくても凧合戦を味わうまち歩き

※コース１・２は凧合戦開催期間中のみ

しろね大凧タウンガイド会長　
高橋 直廣さん

禅僧有願の住居「円通庵」

雁木が残る街並み
山田七蔵茶舗の

ほうじ茶ソフトクリーム
山田七蔵茶舗の

ほうじ茶ソフトクリーム

昔の資料から今とのギャップを
発見し、歩いて行ける所をみんな
で楽しく話し合いながら回ってい
ます。普段はなかなかできない食
べ歩きも体験できます。楽しく一
緒に新飯田のまちを歩いて、地域
を元気にしませんか。

有願会まちあるき係　
山田 泰介さん

新飯田の
食べ歩きの定番！

見どころ

見どころ
見どころ

昔 を学んで 今 を知る

月潟は観光地とは違い素朴な地
域ですが、たくさんの歴史が詰まっ
ています。一緒に月潟の歴史をひ
もとき、昔に時間を戻してみましょ
う。昔を知ることは、今を知ること
に繋がり、とても楽しい時間です。
ぜひ、一緒に月潟を学びましょう。

月潟ガイドの会代表
棚橋 敏男さん
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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（令和元年6月末現在、カッコ内は前月比）：44,674人（－45）　男：21,748人（－11）　女：22,926人（－34）　世帯数 16,091世帯（－13）（住民基本台帳による）



《広告欄》

図書館情報図書館情報
白根図書館　☎372-5510

月潟図書館　☎375-3001

　①白根学習館ルーム１②白根健康福
祉センター（見学）、白根図書館おはなし
のへや（実習）
　１歳誕生歯科健診会場でブックス
タートの説明と絵本の読み聞かせを行う
ボランティア養成講座
　南区で活動できる人先着４人
　８月8日(木)午前１０時から同館

▷おはなしのじかん
　８月８日・２２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
　同館視聴覚室
　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。
▷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よみかたりです。
▷こわ～いおはなし大会
　８月８日（木）午後７時半～８時１５分（開
場：午後7時20分）
　同館視聴覚室
　おばけが出てくる絵本のよみかたりや
昔話のおはなし会

▷読書会
　8月18日（日）　午後2時から
　白根学習館２階ルーム２
　テーマ「ホラー」
テーマに沿った本を持参してください。
▷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
▷夏のスペシャルおはなし会
　８月１０日（土）①午前１１時～同30分
（乳幼児向け）、②午前１１時半～正午
（幼児から）、③午後２時～同３０分（乳幼
児向け）、④午後２時半～３時（幼児から）
　白根図書館　おはなしのへや
　絵本のよみかたりなどおはなし会。参
加者にはプレゼントあり。
　当日直接会場へ
▷ブックスタートボランティア養成講座
　（全２回）
　①８月２２日（木）午後１時半～３時半、
　②９月５日（木）午後２時～４時

■味方児童館　☎201-8346
開館時間　午前9時～午後6時　
なつまつり
　８月１７日(土)午後１時半～３時半
　射的、水ヨーヨー釣りなどのゲーム
ブース、キューブパズルやチャラメガネな
どの工作ブース、かき氷、フランクフルト
などの無料飲食ブースなど
持ち物　景品を入れるバッグ
　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
夏休み工作タイム
　８月１７日(土)午後2時～3時
　素敵な香りのスライム作り
　小学生１５人　　前日までに同館
■白根児童センター　☎372-0530
開館時間　午前9時～午後7時　
縁日あそび
　８月２４日(土)午前10時～11時
　スーパーボールすくいやボウリング、
お面屋さんなど　　未就学児と保護者
　前日までに同館

子育て子育て

8月の児童センター・児童館
目玉イベント

南区健康ウオークフェスティバル

「スタンプラリー」実施中!

　９月８日（日）小雨決行　午前９時１０分開会式　午前９時半より随時スタート
　白根カルチャーセンター（スタート・ゴール）
コース　３ｋｍ・６ｋｍの２コース
（雨天の場合は白根カルチャーセンター内で健康体
操を行います。）　　先着２２０人（小学生以下は保
護者同伴）　　１００円（当日徴収）
　８月３０日(金)までに窓口または電話で同センター
　☎３７３－６３１１　　地域総務課　☎３７２－６６０４

区バス「スーパージャングル号」の車内を、ジャングルをモチーフに装飾し運行し
ます。ジャングルに生息する動物を紹介するパネルやバルーンなどを展示。バスに
乗って探検気分を満喫しましょう。期間中乗車した小学生以下のお子さんには記念
品をプレゼントします。※数に限りがあります

令和の子育て大研究～子どものため？私のため？～

夏休みは「ぐるりん号」で探検に出掛けよう！夏休みは「ぐるりん号」で探検に出掛けよう！夏休みは「ぐるりん号」で探検に出掛けよう！

　８月１５日（木）午前１１時４５分～午後０時４０分　　白根学習館ラスペックホール
　当日直接会場へ　問い合わせ　健康福祉課　☎３７２－６３１０

南区戦没者追悼式

　子育ての不安が少しでも楽になれるようにみんなで考えてみませんか。子育ての
ヒントが盛りだくさんの講座です。

対　　　象 全４回参加できる幼児の保護者１５人
 （応募多数の場合は抽選）
保　　　育 生後１０カ月以上の未就園児１５人
会　　　場 白根学習館
申し 込 み ９月４日（水）までに電話または右記QRコードにて
 白根地区公民館　☎３７２－５５３３

健康健康
乳がん検診

　検診車によるマンモグラフィ検査
　職場等で受診機会のない40歳以上の偶数年齢（令和2年3月31日現在）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日前までに市役所コールセンターへ　☎２４３－４８９４

　健康福祉課　☎３７２－６３８５

受付時間
①午前9時半～10時半
②午前10時半～11時半
③午後1時半～2時半
④午後2時半～3時半

検診日

9月19日
（木）

予約開始日

8月17日
（土）

定員

各時間
32人

会　場

白根健康福祉
センター

自己負担金
40歳
無　料

70歳以上
無　料

41～69歳
1,000円

年齢(令和2年3月31日現在） 
自己負担金

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

事前予約が必要です

　このイベントは新潟県ウオーキング協会が主催する「歩こうNIIGATA大作
戦ウオーキングイベントスタンプラリー」にエントリーしています。該当イベント
に参加するごとにスタンプを押し、抽選で健康グッズや食品をプレゼント！

曜日

水曜

１
２
３
４

日にち回
９月１８日
９月２５日
１０月２日
１０月９日

内容
「子どものため」って本当かな？
子どもも大事　わたしも大事
しつけの基本はグッド♡コミュニケーションから
「平成」で終わりにしたい子育てアレコレ

スーパージャングル号

・運行期間 8月5日（月）～23日（金）
 ※土日・祝日を除く
・運　　  賃 大人200円、中高校生100円、
 小学生50円、未就学児無料
・運行ルート まちなか循環ルート「ぐるりん号」1日７便
　地域総務課　☎372-6605

戦没者を追悼し、平和を祈念します。

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

認知症カフェ～より道カフェかけ橋～
日時　８月24日（土）　午後１時半～３時半　場所　白根健康福祉センター
内容　ミニ講座「歯・お口の健康あれこれ 木暮先生に聞いてみよう！！」（午
後2時～3時）、認知症予防・介護予防の体操、茶話会など
参加費　３００円（茶菓代）　申し込み　当日直接会場へ

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

どなたでもどうぞ

『幸齢ますます元気教室』10月～12月コース
○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事業です。
3カ月コースで10月～12月の参加者を募集します。
○対象者　新潟市の「介護予防の基本チェックリスト」により事業の対象となっ
た人、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）
※参加を希望される人は、担当の地域包括支援センターまで

いつまでも元気で好きなことをやり続けたいあなたへ！

毎日の健康増進のため、まずは少しずつ「歩くこと」から初めてみませんか。

申し込みはこちら

南区役所だより　 令和元年8月4日No.296●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



　８月７日（水）午後２時～４時
　南区役所　持ち物　献血カード・献血
手帳、初めての人は運転免許証など本人
確認ができるもの
　健康福祉課　☎３７２－６３７5

　９月３日(火)午前１０時～午後４時
　白根学習館ルーム１・２
　助け合い活動の必要性や実際に活動
する際の心構え、個人の尊厳などを学び
ます。　持ち物　筆記用具、飲み物、昼食
　先着４０人　　８月２3日（金）までに健
康福祉課　☎３７２－６３２０

　下水道への接続や公設浄化槽を設置
する場合に、金融機関で借り入れをした
際の利子を市で負担します。
貸出金額　100万円以内
利率　無利子（市が負担）
償還方法　60カ月以内で元金均等
　南下水道推進室　☎372-6661

●虫を食べる技を持つ　食虫植物展
　開催中～9月16日（月・祝）　　県立植
物園（秋葉区金津）　　ウツボカズラやハ
エトリソウ、モウセンゴケなど世界の食虫
植物が大集合。（期間中は小・中学生の温
室入館料は無料、9月16日（月・祝）は６５
歳以上の温室入館料は無料）
　入館料　大人600円、65歳以上500
円、高校生・学生300円
　同館 ☎0250-24-6465
●県民介護知識・技術習得講座
　介護体験・入門コース
　8月17日（土）午前10時~午後4時
　新潟ユニゾンプラザ　　車いすへの安
全な移乗の方法（全介助）と家庭で活か
せる寝たまま衣服の着脱介助　　先着
30人　持ち物　筆記用具、昼食、内履き
※実技のしやすい服装で　　県社会福祉
協議会福祉人材課　☎２８１－５５２５

　８月１８日（日）午前１０時～１１時半（低学
年の部）、午後１時半～３時（高学年の部）
　白根学習館ラスペックホール
　白根ならではのご当地クイズや楽しい
なぞなぞに挑戦！低・高学年の部ともに３
位まで表彰します。
　先着５０人
　当日直接会場へ

　８月１８日(日)午前９時から
　老人福祉センターいこいの家月寿荘
　1,000円（昼食代含む）
　8月9日（金）までに月潟地区公民館

　8月11日(日)午後1時～9時
　庄瀬農村公園
　楽しモッて広場、チビッ子大相撲大会、
模擬店、大花火大会(午後7時半～)など
　庄瀬地域生活センター ☎372-2901

　８月１２日（月・休）・１３日（火）
　午前６時～正午
　白根地区（左エ門小路）
　約１５軒の露店が出店
　産業振興課　☎３７２－６５０７

　8月18日（日）午後2時～6時
　茨曽根公園駐車場
　大抽選会、屋台販売、華乃美幸コン
サートなど
　茨曽根地域生活センター
　☎375-2035

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。

月潟地区囲碁・将棋大会

月潟地区公民館　☎375-1050

南区助け合いの学校南区助け合いの学校

献血のお知らせ献血のお知らせ

福　祉

排水設備設置資金融資制度排水設備設置資金融資制度

その他

《広告欄》

まちまちののの話題 笑顔で呼びかけ
社会を明るくする運動

７月１４日、保護司会や更生保護女性会、
南警察署、白南中学校の生徒、白根高校の
ヤングボランティアの皆さんなど約５０人が
区内のスーパーで「社会を明るくする運動」
の啓発活動を実施しました。啓発うちわを
配布しながら、元気な声で買い物客に呼び
かけを行いました。
この日参加した白南中学３年生の王佳宇
さんは「大勢の人にうちわを渡せて良かっ

た。みんながもっと明るくなると良い。」と話してくれました。

面白根　小学生クイズ王決定戦！
～クイズ番組は見ているだけではつまらない～
面白根　小学生クイズ王決定戦！
～クイズ番組は見ているだけではつまらない～

白根地区公民館　☎372-5533

　掲載を希望する場合は、9月15日号は8
月21日(水）まで、10月6日号は9月6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

寿荘

民館

大会大会大会 利率　無利子（
償還方
　南下

担）
内で元金
☎372-6

市が負担
カ月以内
進室　☎

無利子（
方法　60カ
下水道推進

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

空き家についての悩みに専門家がアドバイスします。
　・不動産の売買・賃借について
　・土地・建物の登記について
　・境界の調査や測量について
　・相続や成年後見について
　・空き家の利活用や管理について
相談員　一般社団法人全国空き家相談士協会　新潟支部
　９月８日（日）　受け付け　午前９時半から　
個別相談　午前１０時～午後4時（１組３０分まで）
　区役所１階１０１会議室
　先着２４組（事前予約優先）※空きがあれば当日受付可
　８月７日（水）～２７日（火）までに地域総務課備え付けまたは市ホームページからダ
ウンロードした申込書を記入し、窓口、郵送（９５０－１２９２　（住所不要）南区役所地
域総務課）、メール（chiikisomu.s@city.niigata.lg.jp）、FAX（３７３－３９３３）の
いずれかで同課　　　同課　３７２－６４３１

風と大地のめぐみ～凧フェスティバル＆産業まつり～

期日　１０月６日（日）午前９時半～午後３時　場所　白根総合公園・白根学習館
参 加 条 件 主に南区在住・在勤・在学の人で構成された団体
協　力　金 小学生以上１人につき１００円
申し 込 み ８月５日（月）～９日（金）にチーム名、代表者氏名・住所・電話番号を

FAX（３７1－０２００）で同実行委員会事務局
問い合わせ 産業振興課　☎３７２－６５０5

８月３１日(土)まで うら盆等に伴う火災予防強調月間実施中！
うら盆を迎える時季は、お祭りやイベントなどにより、一時的に留守になる家庭
も多くなり、火災が増えます。そのため、８月を「うら盆等に伴う火災予防強調月
間」として、出火防止を呼びかけています。

　ろうそくの火や線香、お墓掃除などで出た刈草焼却が原因で
火災になることがあります。以下の点に気を付けましょう。

●火災予防
・ろうそくの火を付けたままその場を離れない。
・ろうそくや線香などから供花や供物を十分に離す。
・電気式の盆ちょうちんなどは定期的に配線などの点検をする。
・座布団や敷物などは防炎製品を使用する。
・盆燈籠などは倒れないように固定する。
・墓掃除などで出たゴミや刈草は持ち帰る。

お仏壇・お墓の火の用心

問い合わせ　南消防署市民安全課　☎３７２－０１１９

詳しくはこちら

おもしろね

蛭間さんの活動通信 みなみーて地域応援隊の
活動の一部を紹介します！

市長に表敬訪問

現在、蛭間さんは地域と高校生が連
携できるようにサポートを行っています。
白根商工会が主催する「白根子行進曲
　復活プロジェクト」の企画に、白根高
校生のアイディアを加えようと、白根商
店街の新商品開発や、商店街全体のま
ちなみ形成について高校の授業のサ
ポートをしています。
地域の団体と協力・連携しながら、地

域の外から来た蛭間さんならではの視
点を生かして活動を行っていきます。

７月１８日蛭間さんが市長室を訪れ、就任
後に取り組んでいることを報告しました。
市長も、市の地域応援隊員第１号の蛭間

さんに対し大いに関心を持たれ、南区の雰囲
気は活動しやすいかなど、たくさんの質問が
ありました。また、今後南区の魅力の掘り起し
について期待しているとの温かい言葉がかけ
られました。

凧フェス総踊り参加団体　募集

第21回　庄瀬農村公園まつり第21回　庄瀬農村公園まつり

お出かけください

茨曽根夏祭り茨曽根夏祭り

白根お盆野菜市白根お盆野菜市

空き家無料相談会 を開催します

7月8日に行われた白根高校での授業の様子
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