
ご存じですか？避難場所

避難情報 （警戒レベル1・2は気象庁、3～5は市が発令）

当日は、防災行政無線や広報車に
よる情報の発信訓練を行うほか、
「にいがた防災メール（南区）」に登
録している人へ訓練用メールを発信
します。情報が正しく受け取れるか確
認してください。
防災行政無線は、午前8時30分

に放送します。

避難情報発信訓練を実施します

▲にいがた防災メールの
　新規登録はこちら

避難所開設訓練
区内１1カ所の避難所開設訓練を午前8時30分から行います。☆の地区では、併せて

自主防災訓練も実施されます。皆さんも実際に訓練に参加しましょう。

当日避難所開設訓練を行う会場

１０月に襲来した台風１９号による豪雨により、東北地方から関東、中部にかけて甚大
な被害が発生しました。県内でも、初の大雨特別警報が発令され、阿賀野川や信濃川が
氾濫。川が堤防を越えてあふれ、住宅浸水などの被害が発生しました。
より一層の防災意識の向上や今回の教訓を踏まえ、水害を想定した「情報の収集・発
信」と「避難所の開設」を中心に南区総合防災訓練を行います。地域の自主防災訓練へ
の参加や全戸配布している「新潟市総合ハザードマップ」で避難場所などを確認するほ
か、いつ起きるか分からない災害に備えましょう。

１０月に襲来した台風１９号による豪雨により、東北地方から関東、中部にかけて甚大
な被害が発生しました。県内でも、初の大雨特別警報が発令され、阿賀野川や信濃川が
氾濫。川が堤防を越えてあふれ、住宅浸水などの被害が発生しました。
より一層の防災意識の向上や今回の教訓を踏まえ、水害を想定した「情報の収集・発
信」と「避難所の開設」を中心に南区総合防災訓練を行います。地域の自主防災訓練へ
の参加や全戸配布している「新潟市総合ハザードマップ」で避難場所などを確認するほ
か、いつ起きるか分からない災害に備えましょう。

問い合わせ　地域総務課　☎372-6431

総合防災訓練を実施総合防災訓練を実施
災害に備えて災害に備えて11/17 日

南部
中部

地区名

新飯田

茨曽根

庄瀬

小林☆
臼井☆

白根☆

地区名

根岸☆

大通☆
味方☆
月潟☆

大郷☆
鷲巻☆

会場
新飯田地域
生活センター
茨曽根地域
生活センター
庄瀬地域
生活センター
小林小学校
臼井中学校

会場

根岸小学校

白根学習館

大通小学校
味方出張所ほか
月潟中学校

大鷲小学校

避難情報の種類ととるべき行動

警
戒
レ
ベ
ル

地震発生時における避難所開設について
地震発生

※南区内が震度４以下の場合、避難所は開設しません
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高齢者等避難開始

警戒級の可能性

既に災害が発生。命を守るための最善の
行動

避難。避難場所へ避難が危険な場合は近
くの安全な場所か屋内の高い所へ避難
高齢者、乳幼児など避難に時間のかかる
人とその支援者は避難。その他の人は避
難の準備を

避難に備え、自らの避難行動を確認

災害への心構えを高める

避難情報
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南区内 震度5弱・5強
状況確認

避難者がいる場合は、一旦受け入
れ、長期にわたるライフラインの
寸断、住宅などの被害状況・避難
状況により開設

南区内 震度6弱以上
一斉開設

市職員・施設管理者・地域住民の
協力体制により、避難所の開設・
運営を行う

図書館では秋の読書週間事業として１2月3日（火）まで、さまざまなイベントを
開催しています。この機会に図書館に出掛けてみませんか。

絵本だいすき！あなたのおすすめはどれ？
　12月3日（火）まで
　白根・月潟図書館がそれぞれ選んだ5つの
絵本シリーズに投票し、ベスト１を選びます。

ぶっくぶくろぅ（本の福袋）
　11月7日（木）～12月3日（火）
　※なくなり次第終了
　1袋に1冊、職員が選んだお勧めの本が
入っています。袋に書いてあるメッセージをも
とに選んでください。※冊数制限なし

わくわくスタンプラリー
　12月3日（火）まで
　「絵本だいすき！あなたのおすすめはど
れ？」や「ぶっくぶくろぅ（本の福袋）」、「雑誌リ
サイクル」に参加した人、期間中に本を借りた
人には、スタンプカードにシールを貼り、5枚集
めたらプレゼントを配布します。

平成23年7月 新潟・福島豪雨（庄瀬橋）平成23年7月 新潟・福島豪雨（庄瀬橋）

白根図書館　☎３７２－５５１０
　　　　　　　  大人のための朗読会
　11月21日（木）午前11時～正午
　白根学習館 ２階プレイルーム
　大人を対象とした朗読会
　３０人　　当日直接会場へ
　　　　　　　  ぬいぐるみおとまりかい
　11月30日（土）午後４時～同30分
　おはなしのへや　
　読み聞かせを楽しんでもらった後にぬいぐるみを図
書館にお泊りさせます。翌日ぬいぐるみが図書館を探
検した写真と一緒に返却します。
※ぬいぐるみは５０センチ以内、1人１体まで
　10人（応募多数の場合は抽選）

　11月18日(月)までに同館
読書会
　１１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：『ぼくたちは生きているのだ』　小林茂／
著 岩波書店
　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
　おはなしのへや
赤ちゃんタイム
　毎週土曜 午前１１時～午後２時30分
　白根図書館おはなしのへや

月潟図書館　☎３７５－３００１
　　　　　　　  秋のスペシャルおはなし会
　11月9日（土）午前10時30分～11時15分
　視聴覚室
　絵本の読み語り、民話語り、簡単な工作など
おはなしのじかん
　11月14日・28日（木）午前11時～同30分
　視聴覚室　　乳幼児から

赤ちゃんタイム
　毎週木曜 午前10時～正午
　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30分～11時
　視聴覚室

読書週間イベント

読書週間イベント

読書週間イベント

発　行／新 潟 市 南 区 役 所
編　集／南区役所地域総務課
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南区役所だより　No.302 令和元年11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（令和元年9月末現在、カッコ内は前月比）：44,624人（＋8）　男：21,719人（＋1）　女：22,905人（＋7）　世帯数 16,143世帯（＋23）（住民基本台帳による）



《広告欄》

■白根南児童館　☎201-6021
開館時間　午前9時～午後6時
人形劇「へっこき嫁さま」
　11月10日（日）　午前10時半から
　人形劇団「からふるエプロン」の人形劇
　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
新大アカペラサークル“MUSE”
コンサート
　11月16日（土）午後2時から
　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
ちびっこ運動会
　11月17日（日）午前10時15分～11
時半
　かけっこやレースなど１・２・３歳児が主
役の運動会　持ち物　飲み物
　幼児と保護者15組※１・２・３歳児優先
　11月10日（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
イラストコンテスト作品募集
　11月30日(土)まで
　芸術の秋！好きな絵を書いてコンテス
トに応募　　幼児～高校生

■しょうぜひまわりカフェ～ハッピー
ミュージック～
　11月13日(水)午前10時～11時半
　庄瀬小学校コーディネータールーム
　ピアノの生演奏、茶話会
　乳幼児の親子
　当日直接会場へ
　白根南児童館　☎201-6021
■マリンひろば
　11月21日(木)午前10時半～11時半
　子育て支援センターマリンキッズ
　茶話会

　乳幼児の親子先着6組
　11月20日(水)までに同センター
　☎３６２－３３５５
■ほっぺちゃんひろば
　11月27日（水）午後2時～3時
　子育て支援センター白根つくし園
　ハンドトリートメントと茶話会、ピアノ生
演奏など
　子育て中の母親
　当日直接会場へ
　同園　☎373-0530

子育て子育て
11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

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

　12月8日(日)午後2時～3時半（受け付けは午後1時45分から）　
　白根健康福祉センター
　知って予防！糖尿病の基礎知識
講師　県立がんセンター新潟病院　内科部長　谷 長行 医師
　先着50人
　11月29日(金)までに健康福祉課　☎372-6385

糖尿病講演会

高齢者に一部助成 インフルエンザ予防接種
予防接種費用の一部助成を行っています。

対象者
生活保護世帯
以外の人

生活保護
世帯の人

生活保護世帯
以外の人

生活保護
世帯の人

満65歳以上の市民
（年齢は接種日での満年齢）

満60～65歳未満の市民で
下記の障がいがある人
(年齢は接種日での満年齢)

身体障害者手帳1級相当の
◆心臓・腎臓・呼吸器の障がい
がある人
◆ヒト免疫不全ウイルスによる
免疫機能障がいがある人

自己負担額（必要なもの）
1,650円
（健康保険証）

無料
（生活保護受給証明書または被保護
者証明書） 

1,650円
（身体障害者手帳または医師の証明） 

無料
（生活保護受給証明書または被保護
者証明書や身体障害者手帳または
医師の証明）

新潟市食育花育
推進キャラクター
まいかちゃん

インフルエンザの流行に間に合うよう
なるべく１２月末までに受けましょう。

11月14日は世界糖尿病デー

期　　間 令和2年3月31日まで
接種場所  市内の委託医療機関

・市内委託医療機関名簿は、健康福祉課、各出張所・地域保健福祉セン
ターに置いています。市ホームページにも掲載しています。 
・接種日、接種時間などはあらかじめ接種を受ける医療機関に問い合わ
せください。  

予防接種の効果 インフルエンザに感染しにくくなる　感染しても症状が軽くなる 
 重症化や合併症を予防する  

健康健康

公共交通情報コーナー 令和元年度上半期（４－９月）の
区バス利用状況について

令和元年度上半期の区バス利用者数がまとまりました。昨年同期に比べ、利
用者数は大人が増加する一方で、小学・中高生が減少し、全体としては減少しま
した。区バス路線維持のために積極的な利用をお願いします。

　地域総務課　☎372-6605
前年同期比

北部 大鷲 白根・
さつきの

新飯田・
茨曽根 庄瀬 東部 全体

大　人
中高生
小学生
合　計

令和元年度上半期（４－９月）区バス利用者数（人）

966
273
1,042
2,281
+203

235
104
2,103
2,442
－528

351
2,499
34

2,884
+735

1,717
23
7

1,747
+132

1,053
10
10

1,073
+63

278
883
0

1,161
－858

4,600
3,792
3,196
11,588
－253

認知症カフェ～より道カフェかけ橋～
　11月23日（土・祝）　午後１時半～3時半　　白根健康福祉センター
　認知症に関するミニ講座や語り部によるおとぎ話
　３００円（茶菓代）　　当日直接会場へ

『幸齢ますます元気教室』1～3月コース　参加者募集中！
○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新潟市の委託事業です。3カ月コースで次
回は1～3月の開催です。
　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は、自宅から会場まで無料で送迎します）
　集団での体操やレクリエーション・運動、お口の健康、栄養、認知機能の維
持・向上などについてのミニ講座
　300円（教材費）
※参加を希望する人は、各地域包括支援センターまで問い合わせください

いつまでも元気で好きなことをやり続けたいあなたへ！

健康チェック&高齢者出張相談会
　11月25日（月）　午前10時半～正午
　イオン白根店（1階フードコート）
　○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、筋肉量など）]
　○地域包括支援センターによる「高齢者出張相談会」
　　介護保険や高齢者について

地域で子育て講座

地域の茶の間　あやめの縁「ゆかり」

　１１月２８日（木）午前１０時～正午
　白根学習館プレイルーム
　発達障がいとその周辺の子どもたちのために大人が知っておきたいこと
　放課後児童クラブ・児童館などのスタッフ、小学生の保護者、地域で子どもに接
する機会のある人など　先着２０人
　１１月２２日（金）までに白根地区公民館　☎372-5533

　全世代で参加できる居心地のよい茶の間を
目指しています。
　毎月第2・4月曜　午前10時～午後2時
　白根地域生活センター食堂
　1回200円（お茶、茶菓子、軽食含む）
　あやめの縁「ゆかり」代表　佐藤
　☎090-4208-1056 スタッフの皆さん

10月14日スタートしました！

3 0530
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■□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



　11月16日（土）～12月1日（日）午前9
時～午後4時半※11月27日(水)は休館
　しろね大凧と歴史の館　　白根絞り
15点を展示　　直接会場へ
　同館　☎372-0314

　11月17日(日)午後2時～4時　　ア
グリパーク　 演題「熱帯農業に夢をかけ
た人々」講師 相田洋さん(元NHKエグゼ

《広告欄》

まちまちののの話題 笹川邸の夜に魅せられて

スター・ウォーズ大凧に大歓声

9月27日から開催した「笹川邸 光の夕べ」
では、障子戸に新潟の四季の移ろいを映写し
たプロジェクションマッピングや、前庭や中庭
の木 を々7色のライトアップで演出しました。
区内から来館した３０歳代女性は、「プロ

ジェクションマッピングを初めて見た。笹川邸
の歴史ある風情と現代の技術が調和してい
てとても良かった」と話してくれました。

10月6日に開催した風と大地のめぐみでは、「ス
ター・ウォーズ／スカイウォーカーの夜明け」の公開
記念として作製された超特大の４２畳の大凧が大空

を舞いました。
当日はあまりの大き

さのため、クレーン車で
吊ってから、60人の揚
げ手に委ねられました。
優雅に舞う超大凧に大
勢の観客の皆さんから
大歓声が上がりました。

「川に囲まれた宝島　しろねワンダーランドへ」

　2回目 しろね大凧と歴史の館、３・４回目 白根学習館
　１回目のみ1,200円（昼食代）、２回目は切り花購入希望者のみ３５０円
　信濃川と中ノ口川が与える豊かな恵みを探究します。※全て参加できる人を優先
　11月6日（水）から電話（☎372-5533）またはFAX（３７２-５５１３）で白根地区
公民館へ　 

時間

9:00～
13:30

先着
25人

先着
５０人

10:00～
1２:00

回

１

４

日にち

11/19
(火)

２ 11/26（火)

３ 12/3
(火)

12/10
(火)

内　　容 定員
現地研修（自然観察と地形・歴史的背景を学ぶ）
「川の出島！？地域の宝、三川合流地帯」
講師　伊藤泰師 ［県立植物園友の会事務局長］ほか
※午前８時５０分までに白根学習館へ集合≪バスで移動≫

講演会Ⅰ「白根で生産量日本一！ここでしか聞けない！よもやま話」
講師　吉澤仁 （切り花生産者）、今井剛 （食用菊生産者）、
関根邦仁 （アボカド生産者）
※チューリップの切り花は購入希望制で持ち帰りあり
講演会Ⅱ「洪水で埋まった鎌倉時代の遺跡」～馬場屋敷・
浦廻・小坂居付遺跡～
講師　渡邊朋和（市文化財センター長）
※遺跡の出土品の特別公開あり

講演会Ⅲ「川に囲まれた宝島<白根郷>の魅力と楽しみ方」
講師　渡辺十寸雄（元白根地区公民館長）
大型紙芝居：白根の昔話「キツネの恩返し」
出演：白根小学校かみしばいクラブ指導者

南区地域学

１１月は秋から冬に向かう時季です。晴天の日が多く穏やかに過ごせる季節です
が、空気が乾燥し、火災が発生した場合に延焼拡大する危険性が高くなります。
暖房器具などの火気を使う機会も多くなります。家族一人一人の「慣れ」や「油
断」から、火災を起こさないよう十分に注意しましょう。

秋の火災予防運動

　南消防署市民安全課　☎３７２－０１１９

・石油ストーブに給油するときは、必ず火を消す。
・灯油のカートリッジタンクの蓋が確実に閉まっている
か確認する。
・ホームタンクからポリ容器や暖房器具などのタンク
に灯油を移し替えている間はその場を離れない。
・暖房器具の上に洗濯物を干さない。

【運動期間】１１月９日（土）～１５日（金）

楽しい弦楽四重奏 ファミリーコンサート
大人のためのコンサート
時間 午後2時～3時
曲目 アヴェ・マリア、あまちゃん、
真田丸、スタンド・バイ・ミー　ほか

0歳からのコンサート
時間 午前1１時～同50分
曲目 アイネ・クライネ・ナハトム
ジーク、となりのトトロ、パプリカほか

　11月24日（日）　　白根学習館ラスペックホール
　各200人(先着順)　　出演　演奏サークルぽんぽこ弦楽四重奏団
　大人　前売り券400円　当日券500円　小中高生　前売り券・当日券共に100円
　※前売り券は白根学習館で販売中
　白根地区公民館　☎３７２－5533 　同

　1
グリ

価格　１部７００円
販売場所 南区観光物産店よらっしぇ亭
（しろね大凧と歴史の館内　売店）☎211-4151
　白根凧合戦協会事務局（産業振興課内）☎372-6505

表紙を含む１～１２月用の１３枚つづりです。
上部に白根大凧合戦の写真（白根大凧合戦写真コ

ンテスト２０１９カレンダー賞受賞作品の写真を使用）
下部に暦と凧組の絵柄を配置しています。

浄化槽やくみ取り便所から下水道（水洗便所）への切り替え工事の助成。　
対象 処理開始から１年以内 30,000円　１年を超え3年以内 20,000円
※新築や法人は対象外　　南下水道推進室　☎372-6661

　　 　白根大凧合戦カレンダー
2020年版　好評販売中！
数量限定

水洗便所改造助成金～早期の水洗化を奨励するための助成金です～

華麗舞を使ったカレーライスを
食べに行こう！

か  れ い  ま い

　白根健康福祉センター内にある軽食喫茶「わい
わいカフェ」（障がい者団体で運営するカフェ）では
区内で生産されたカレー専用米 華麗舞を使ったカ
レーライスを提供しています。
営業日　毎週火～金曜（土・日曜、
祝日、年末年始は休業）
営業時間 喫茶は午前10時～午後
2時、ランチは午前11時～午後2時
　特定非営利活動法人ゆうーわ　
☎372-5223 カレーセット　６５０円詳しくはこちら

さんせん

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。

　掲載を希望する場合は、12月1日号は11
月6日（水）まで、12月15日号は11月20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

リパーク　 演題
人々」
グリ
た人

帯農業に
ん(元NH

題「熱帯
田洋さん

ーク　 演題
」講師 相田

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

クティブディレクター)　 100人　 当日直
接会場へ　　同パーク　☎378-3109

　12月7日(土)午前10時～11時半
　リオン・ドール白根店　　親子で楽しく
野菜について学べる食育イベント（クイズ
や実験など）　　小学3・4年生とその保
護者10組20人　　11月22日(金)まで
に右二次元コードから、氏名・年齢・住所・
リオン・ドール白根店参加と
記載
　食と花の推進課
　☎226-1792

●南区囲碁大会
　11月23日(土・祝)午前9時15分受け
付け、午前9時半開始　 白根地域生活セ
ンター　 区民　 1,000円（昼食代含む）
　南区囲碁同好会 内山 ☎373-2374
●優良運転者表彰申請受付中
＜表彰の種類＞以下の年数の間、交通事
故及び交通法令違反がなく、運転者とし
て優秀で他の模範と認められる人

10年、20年、30年、40年、50年
＜申請の方法＞
　申請希望者は12月13日(金)までに各
地域生活センターに会員証と印鑑（以前
に表彰を受けている人はミニ表彰状）を
持参ください。※根岸地区の人はＪＡ新潟
みらい北支店、味方・月潟出張所で申請
　一般財団法人新潟南区交通安全協会
（新潟南警察署内）☎372-4800

白根絞り展白根絞り展

就農支援講演会就農支援講演会

親子食育体験イベント親子食育体験イベント

催　し
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