
園主の中村芳雄さん食べ頃の幸水

ル レクチエの加工品

園主の笠原節夫さん自社で加工しているジェラート

ブドウ棚ではヤギがお出迎え

ブドウやナシ、モモなどの果物が旬の季節を迎えました。
区内の観光農園もオープンを迎えました。さまざまなフルー
ツのおいしさを味わいに出掛けてみませんか。
今回、紹介する５カ所の農園は、ハウス内でもぎ取りができ
るため雨天でも楽しむことができます。

地域と学校
パートナーシップ事業 ウェルカムウェルカム
市では「地域とともに歩む学校

づくり」を推進しています。その取
り組みの一環として、地域の皆さ
んと共に特色ある教育活動を
「ウェルカム参観日」として公開し
ています。
南区では今年度、小学校３校

で区民の皆さんを対象に開催し
ます。詳細は各学校に問い合わ
せてください。 問い合わせ　南区教育支援センター　☎３７２－６６３５昨年の参観の様子（臼井小）

申し込み

不要
直接会場へ

小学校

味方
☎373-3273

臼井
☎373-5019

日　時

９月２１日（土）
9:25～11:15

１０月２７日（日）
13:20～15:00

内　容
全学年で水害の危険性や身を守る方法を学ぶためのゲーム
を行います。その後は、５・６年生が中学生と一緒に地域を回り
ながら作成した「水防災安全マップ」を保護者や地域の皆さん
に向けて発表します。
創立25周年となる今年のテーマは「つながる」です。２5年間
の歴史や「臼井のいいね！発見活動」を紹介。地域の皆さんな
どさまざまな人たちとつながりながら、臼井っ子たちが一緒に
学び楽しむ「臼井のいいね！体験活動」を公開します。

根岸
☎362-6250

１１月２日（土）
9:30～12:30

大好きにいがた体験事業「大好き 根岸 体験」の学習を通して、
①地域の皆さんから学んだこと②栽培体験を通して感じたこと
③大好きな根岸地域のために自分ができることを発表します。

参観日

マミヤ園
新飯田６６９８　☎３７４－２７５９
9月～11月上旬　　　　　午前9時～日没
なし

ブドウ、ナシのもぎ取り
ができます。シャインマス
カットとウインクを掛け合
わせたバイオレットキン
グや大粒が特徴の雄宝
など珍しい品種が楽しめ
ます。県内唯一、ここでし
か味わえない品種もあり
ます。
土づくり、減化学肥

料、減農薬をモットーに
栽培しています。

フルーツ童夢
やまだ農園

清水８７９１－２　☎３７５－４708
7月中旬～12月下旬
午前9時～午後5時　　　　木曜日

県内で1番広いモモの観光農園です。モモのほ
か、ブドウ、ナシのもぎ取りも楽しめます。
園内で採れた旬の果物などを使った特製ジェ

ラートが大好評。全天候型のブドウ棚の下のスペー
スや厨房などはレンタルが可能。開放感のあるイベ
ントや各種打ち合わせなどの利用もできます。

開園期間
住　所

営業時間 休園日

開園期間
住　所

営業時間
休園日

ジェラートカフェ『コンタン』

園主の山田陽介さん

池田観光果樹園
新飯田２５８４－１５　☎３７４－２３０５
8月中旬～11月上旬
午前7時～午後9時
(午後6時以降は予約のみ)
なし

ブドウ、ナシのもぎ取り、食べ放題が11月中旬ま
で楽しめます。1カ所に畑がまとまっているので、園
内での移動がスムーズです。ブドウは、予約すると
午後9時までもぎ取りができます。目の行き届く管理
を行っており、化学肥料を一切使わずに有機肥料
だけで大切に育てています。

開園期間
住　所

営業時間

休園日

園主の池田良一さん 旬を迎える豊水

シャインマスカット

フルーツランド　
白根グレープガーデン

鷲ノ木新田５７３　☎０１２０－３６２－５５８
通年
午前9時～午後6時（冬期間：午前１０時～午後5時）
1月1日

1年中フルーツのもぎ取りが楽しめ、9月からは
ブドウ、イチジク、ナシのもぎ取りができます。
広い園内では、たくさんの種類の果樹を見て自
然を身近に感じられます。ヤギやウサギ、モルモッ
トなどの小動物も飼育しており、動物との触れ合
いも可能。園内で採れた果物を使ったジェラート
や加工品も販売しています。

営業時間
休園日

住　所
開園期間

園主の間宮正さん 大粒の雄宝 9月中旬まで楽しめるモモ

バイオレットキング

白根大郷梨
中村観光果樹園

大郷１７３６－１　☎０１２０－０４－４１７４
通年　※収穫期間は8月上旬～11月上旬
午前8時～午後5時　　　　なし

ナシやブドウのもぎ取りができる県内最大級（東
京ドーム３個分）の広大な果樹園です。一面の果樹
園を眺めながら、フレッシュな果物を味わうことがで
きます。
また、同園はル レクチエの生産量も県内随一を
誇ります。果樹園で育ったル　レクチエのワインや
ジュース、シャーベット、ソフトクリームなどの加工
品を年間を通じて販売しています。

住　所

営業時間
開園期間

休園日

ゆうほう

秋の
味覚狩り

南 区 の

観 光 農 園

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.298 令和元年9月1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7月末現在、カッコ内は前月比）：44,628人（－46）　男：21,726人（－22）　女：22,902人（－24）　世帯数 16,111世帯（＋20）（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

　白根図書館　おはなしのへや

▷おはなしのじかん
　９月１２・２６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
▷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

▷読書会
　9月15日（日）午後2時から
　白根学習館２階ルーム２
　テーマ図書『秘密の花園』F・H・バー
ネット／作　猪熊葉子／訳　福音館書店
▷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
▷おはなしのじかん
　毎週土曜午後２時から

■白根北児童館　☎379-1260
開館時間　午前9時～午後7時
秋祭り
　９月８日（日）午前１０時～正午
受け付け　午前９時４５分から
　射的やブロック壊し、絵合わせなど
　先着１００人にゼリーをプレゼント
　乳幼児と保護者、小・中学生、高校生
　当日直接会場へ
■味方児童館　☎201-8346

開館時間　午前9時～午後6時
ちびっこ運動会
　９月２５日（水）午前１０時半から
　同館、味方健康センター（食事会）
　かけっこや玉入れなどの運動会。希望
者は運動会終了後食事会
　乳幼児と保護者２０組
　食事会参加の場合は１組５００円、大
人のみ３００円
　９月２２日（日）までに同館

子育て子育て

９月の児童館　目玉イベント

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 ９月２８日（土）　午後１時３０分～３時３０分（出入り自由）
場　所 南区白根健康福祉センター
内　容 茶話会（認知症ミニ講話）、認知症予防・介護予防の体操など
参加費 ３００円（茶菓代）

認知症サポーター養成講座
◎当日、同会場で午後１時～２時１５分まで「認知症サポーター養成講座」を開
催します。参加費は無料です。講座終了後、認知症カフェ参加も可（講座受
講者はカフェ参加費無料）。申し込みは地域包括支援センターあじかたへ

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

どなたでも大歓迎です！

名入れ広告入り

カレンダーの申し込み受け付け中
　「名入れ広告」入り２０２０年白根大凧合戦
カレンダーの申し込みを受け付けています。
　上部には、今年の白根大凧合戦写真コンテ
スト応募作品の中から厳選した写真、下部に
は暦と凧の絵柄、そして名入れのスペースが
配置された毎年大好評のカレンダー。50部か
ら名入れできます。
価　　格 1部600円
規　　格 表紙を含む13枚つづり
 縦52cm×横38cm
申込期限 ９月６日（金）
申し込み 
白根凧合戦協会事務局
（産業振興課内）
☎372-6505
FAX371-0200

▼名入れ広告（イメージ）　　

申し込みはこちら▶

「白根大凧合戦写真コンテスト」の審査
会が行われ、県内外から集まった313点の
応募の中から入選作品が決定しました。
グランプリは山口勝典さん（南区）の｢ち
びっ子鯛町組」＝写真＝。このほか準グラ
ンプリ2点、優秀賞5点、佳作20点、カレン
ダー賞12点が決定しました。
入選作品は、しろね大凧と歴史の館な

どに展示するほか、南区観光協会ホーム
ページにも掲載します。
■展示会場・期間(予定)
しろね大凧と歴史の館 9月21日(土)～10月6日(日）
新潟ふるさと村アピール館 10月9日(水)～22日(火・祝)
問い合わせ　産業振興課　☎372-6505

白根大凧合戦
写真コンテスト2019
白根大凧合戦

写真コンテスト2019グランプリ作品が決定！！グランプリ作品が決定！！

新潟市民文化遺産に登録されている伝統芸能の中から、区内で活動してい
る４団体の舞や太鼓の演奏などを披露します。この機会に南区の伝統芸能を
お楽しみください。

日　　　時 9月14日（土）午後1時半～4時（午後1時開場）
会　　　場 白根学習館ラスペックホール　全席自由（先着４００人）
問い合わせ 地域総務課　☎372-6604

南区伝統芸能フェスタ

小川連中（御神楽・手踊り） 月潟太鼓白根の獅子舞茨曽根太々神楽

日　時 ９月２３日（月・祝）午後２時～４時
場　所 重要文化財 旧笹川家住宅
料　金 高校生以上 ５００円　
 中学生以下 無料
定　員 先着１００人
 申し込み不要　直接会場へ
問い合わせ　地域総務課　☎３７２－６６０４

健康健康

ミニドック型集団健診（胃・肺・乳がん検診も受けられます）

内　容 ・特定健診とオプション（大腸・前立腺がん検診、肝炎ウイルス・ピロリ菌検査）
 　年齢により受診できる検診が異なります。
 ・胃がん(検診車によるバリウム検診)・肺がん・乳がん検診
 　※は乳がん検診なし　★は胃がん検診なし
対象者 40～74歳の新潟市国民健康保険加入者で南区に住民票のある人
 （新潟市国民健康保険以外の人も胃・肺・乳がん検診の受診は可）
 　※持ち物や自己負担額については問い合わせください
申し込み  9月12日(木)までに健康福祉課へ電話または申込書を提出。
 各出張所や地域生活センターに申込書の提出も可。
問い合わせ　同課　☎３７２－６３８５

完全予約制

同時開催！

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　9月4日（水）　午前１０時～１１時半
場　所　リオンドール白根店
内　容　介護保険をはじめ高齢者ついて※血圧測定も実施

第2回

豪華2本立て

落語 独楽回し

グランプリ受賞作品『ちびっ子鯛町組』

月

10月

日にち
2日(水)
8日(火)

25日(金)

26日(土)

会場
イオン白根店
味方公民館

白根健康福祉センター

白根健康福祉センター

受付時間
午前9時～11時半
※午前9時～11時半
午前9時～11時半
★午後2時～3時　
※午前9時～11時半

点線枠内が名入れ部分になります。

南区役所だより　 令和元年9月1日No.298●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



スポーツスポーツ

●第13回南区ゴルフ大会
　9月29日(日)1組目スタート7:42
　湯田上カントリークラブ　　南区在住・
在勤の人及び賞品協賛した人　　ビジ
タープレー代12,818円、表彰式(懇親会・
賞品代含む)6,000円　　9月10日(火)
までに同クラブ　☎0256-57-3040
　南区ゴルフ大会実行委員会事務局　
　☎372-1137
●婚活イベント『―南区秋の実りがご縁を
繋ぐ―ハロウィンパーティーde縁活―
～まずはお友達から～』
　10月27日(日)午前11時～午後4時半
　市アグリパーク　　30～45歳までの
独身男女各15人※応募多数の場合は抽
選、当選者には事前説明会有(10月19日
（土）または20日（日）)
　男性 4 , 0 0 0 円、女性
3,000円　　9月27日(金)
までに電話または二次元
コードで白根商工会
　同商工会　☎373-4181
●水と土の文化創造都市　市民プロジェ
クト2019　つきのよると上映会
　9月21日(土)午後7時～9時（前夜祭）・
22日(日)午後1時～10時　　旧料亭(月
潟1555)、旧月潟劇場 　かつての料亭・
劇場で行う映
画や映像の上
映会
 　水野　
☎080-5453-
8499

　９月５日（木）午後７時～８時１５分（午後
６時開場）　　池田観光果樹園（新飯田
2584-15）　　「ぶどうの皮ぶっ飛ばし
親子大会(18:10集合)」や、でぃがでぃな
エチゴさんによるインド音楽を聴きながら
ブドウを試食など
　先着８０人　　２００円
　当日直接会場へ

　９月１７日（火）午後１時半～２時４５分
　白根学習館ラスペックホール
　「秋桜の咲く日」、「おひとりさまを生き
る」の上映 13:10からしろね大凧タウン
ガイドによる白根の町並み紹介あり
　先着５０５人　　当日直接会場へ

　９月５日（木）～１９日（木）午前９時～午
後４時（最終日は正午まで）
　曽我・平澤記念館　　観覧料　大人
５００円、小・中学生３００円（旧笹川家住宅
と共通、土・日曜、祝日は小・中学生無料）
　同館　☎３７３－６６００

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。

「発達障がい」と「老後の生活」がテーマ
シロネシネマ喜楽座　豪華２本立て
「発達障がい」と「老後の生活」がテーマ
シロネシネマ喜楽座　豪華２本立て

《広告欄》

新飯田ぶどうの房見ナイト
（損だよ）コンサート

新飯田ぶどうの房見ナイト
（損だよ）コンサート

白根地区公民館　☎372-5533

　掲載を希望する場合は、10月6日号は9
月6日（金）まで、10月20日号は9月24日
（火）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

味方書道会作品展味方書道会作品展

お出かけください

高齢者を火災から守るために、9月から10月までの間、消防職員・
団員が、高齢者の家庭へ防火指導に回ります。
皆さんも火災を発生させないために日頃の防火について考えてみましょう。

コ ン ロ

た ば こ
電 気

住 宅 用
火災警報器

その場を離れるときは火を消す。近くに燃えるものを置かない。
古くなったガスホースは、早めに取り替える。
寝たばこは絶対にしない。灰皿には必ず水を入れて使う。
傷んだコードは使わない。部屋をきれいに保ちコンセントにほこ
りをためない。たこ足配線をしない。
寝室など設置が必要な場所には適切に取り付け、電池の切れ
る前に交換するなどの維持管理をする。未設置の場合は早期に
設置しましょう。

高齢者を火災から守りましょう！

《防火のポイント》
…

…
…

…

う。

料理教室料理教室

すこやかクッキング

白根カルチャーセンター　☎３７３－６３１１　FAX３７３－６３６３

※初心者対象の体験会です

申し込み　窓口または電話で同センター＜先着順＞
○無料体験教室

○お客さまの意見を伺う会

申し込み ９月１４日（土）までに窓口、電話、二次元コードのいずれか
で同センター（申し込みには事前に窓口でのスポーツ教
室会員登録が必要。詳しくは問い合わせください）

必要事項 ①会員番号②教室名（複数の場合すべて記入）③受講者氏名（ふりが
な）④会員登録時の電話番号

※参加費など教室の詳細については問い合わせください

　9月25日(水)午後7時～8時　　白根カルチャーセンター研修室
　南区内の体育施設【白根カルチャーセンター、白根総合公園（テニスコート、多目
的広場、多目的コート、屋内プール）、白根野球場、味方体育館、味方野球場、味方
テニスコート、味方ゲートボール場、味方B＆G海洋センタープール、月潟野球場、月
潟テニス場、月潟ゲートボール場】のお客さまから意見を伺い、今後の管理運営に活
かします。
　20歳以上の体育施設利用者
　電話、FAX、二次元コードのいずれかで同センター

○秋期スポーツ教室　

教室名 期間 曜日 時間 期間教室名
ピラティス（午前）10/7～

12/9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 10/8～

12/17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 10/9～

12/11

月

火

水
ZUMBA（ズンバ）
キッズヒップホップ

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
11:00～11:50
17:00～18:00

ストレッチヨガ（午前）

10/3～
12/12

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 10/18～
3/13

ヨガ（夜） 10/11～
12/13ピラティス（夜）

ヨガ（午前） 10/12～
12/14

曜日

木

金

土

時間
10:00～10:45
11:00～11:45
13:30～14:30
19:00～19:45

20:00～20:45

10:00～11:30
19:00～19:45
20:00～20:45
10:30～11:30

公共交通情報コーナー 実りの秋“フルーツバス”を
運行します

区バスの車内に「フルーツ王国南区」をイ
メージした装飾をして運行します。乗車した
人の中から抽選で10人に区産の豪華フ
ルーツ詰め合わせをプレゼント！
実りの秋を感じながら、区バスで行楽に
出掛けませんか。

期　　間 ９月２日（月）～２０日（金）※土・日曜、祝日は除く
運行ルート 南区バス各路線及びまちなか循環ルート
 詳しい運行ルートや時刻については、区役所ホームページなどで

確認してください。
問い合わせ 地域総務課　☎３７２－６６０５

参加費

無料
（入場料も無料）

教室名

ZUMBA（ズンバ）

キッズヒップホップ

二十四式太極拳

日にち

10/2

10/11

曜日

水

金

時間

11:00～11:50

17:00～18:00

10:00～11:30

定員

40人

16人

30人

対象
15歳以上

（中学生除く）
小学生
15歳以上

（中学生除く）

問い合わせ　南消防署 市民安全課　☎372-0119

支え合いの地域をつくる 茶の間の学校
子どもから高齢者まで、誰もが気軽に集まることができる居場所「地域の茶の間」

に参加したい、立ち上げたい人向けの講座です。

　区では「健康寿命の延伸」を目標に、脳血管疾患などの病気を防ぐため「減塩の
食生活」＝「ちょいしお生活」を進めています。南区の健康課題やメニューの工夫に
ついて学び、おいしく調理しませんか。
　９月２０日（金）午前９時半～午後０時半　　根岸地域生活センター
　400円　　持ち物　エプロン、三角巾、筆記用具
　９月１０日（火）までに健康福祉課　☎３７２－６３８５

男の料理教室　プロもうなる！五目あんかけ焼きそばを作ろう！
　９月２８日（土）午前１０時～午後０時３０分
　月潟地区公民館　　500円
　先着２０人　持ち物　エプロン、三角巾、ハンカチ
　９月１７日（火）までに同館　☎３７５－１０５０

　４０人（先着順、両日とも出席可能な人）
　1回目　1,000円（資料代）、2回目600円（会場利用料３００円、昼食代３００円）
持ち物　筆記用具、昼食（１回目のみ）
　１０月２４日（木）までに白根地区公民館　☎３７２－５５３３

回

１

２

日にち

１１月７日

１１月１５日

曜日

木

金

時間

9：30～16：30

9：30～16：00

会場

白根学習館

実家の茶の間・紫竹（東区紫竹４）
※現地へは白根学習館からバスを運行
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