
1111 南区総合防災訓練

今年も残すところあとわずかとなりました。さまざまなことがあった南区の１年を写真とともに振り返ります。

南区の１年を振り返って

1１月２６日の「文化財防火デー」に合わせて、笹川邸の消防訓練を実施。2２月２４日に開催。南区体育協会
により７３人が表彰されました。3３月１０日、全線開通。市街地迂回（うかい）により国道８号のスムーズな走
行と安全な走行環境が整いました。4４月１日、新元号発表を受け製作。凧は風に乗り大空を舞いました。5
５月１２日に開催。１，７００人を超えるランナーが田園風景の中を駆け抜けました。6６月６～１０日に開催。北
風に恵まれず、ここ１０年間で最少の合戦数となりました。7７月２７日に開催。約２，５００人の観客が味方の
熱い夏を楽しみました。8８月４日に開通。架け替えにより幅員が広がったほか、歩道もでき、利便性と安全
性が向上。9９月２２日に開催。角兵衛獅子の舞は国民文化祭（9月16日）でも披露しました。　　１０月６日
に開催。スターウォーズの新作公開記念として製作された４２畳の超大凧が大空に舞いました。　　１０月２
２日、約９０年ぶりに開催。約１００人の参加者が思い思いの猫の仮装で白根の町を行進しました。11１１月１７
日に実施。区全体で約3,900人が参加し、避難所開設訓練などを実施。防災意識を高めました。
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1 笹川邸消防訓練

2 南区体育功労者表彰式 33 白根バイパス全線開通

4 令和凧

7 味方納涼まつり

9 大道芸フェスティバル

8 三代目高井橋開通

5 白根ハーフマラソン

10-110-1 風と大地のめぐみ 10-2

6 白根大凧合戦
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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11月末現在、カッコ内は前月比）：44,562人（－44）　男：21,680人（－29）　女：22,882人（－15）　世帯数 16,154世帯（－1）（住民基本台帳による）
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12月・1月の

《広告欄》

■南区役所
　12月17日・1月21日（火）
受け付け　午前9時～11時半
　健康相談（禁煙相談も可）
持ち物　直近の健康診断の結果（なく
ても相談可）
　健康福祉課　☎372-6385

■白根健康福祉センター
　1月9日（木）
受け付け　午後1時45分～2時
　生後4～5カ月ころの赤ちゃんの保育
者 先着20人
　離乳食の進め方と試食(講話は1時間
程度)

持ち物　母子健康手帳、バスタオル
　12月18日（水）～1月7日（火）市役所
コールセンター　☎243-4894

■味方健康センター
　12月26日・1月30日（木）
■月潟健康センター
　12月20日・1月24日（金）
■白根健康福祉センター
　1月9日（木）
受け付け　午前9時半～11時
　乳幼児の保育者
　身体計測、保健師・助産師・栄養士に
よる相談　持ち物　母子健康手帳

■白根健康福祉センター
　12月25日（水）
受け付け　午後1時～同45分
持ち物　母子健康手帳

1月8日（水）＝１歳６カ月健診
同10日（金）＝３歳児健診
同17日（金）＝股関節検診
同23日（木）＝１歳誕生歯科健診
※１歳誕生歯科健診後に「ブックスタート
（読み聞かせと絵本のプレゼント）」を実施

定例日健康相談（予約制）定例日健康相談（予約制）

はじめての離乳食(予約制)はじめての離乳食(予約制)

育児相談会育児相談会

妊婦歯科健診妊婦歯科健診

その他その他

小林保育園での活動

活動
紹介
活動
紹介 11月の「南区の実りをいただく日」11月の「南区の実りをいただく日」11月の「南区の実りをいただく日」11月の「南区の実りをいただく日」

この日の集会には、ブドウ生産者の富山喜幸さん（戸
頭）を招待しました。
富山さんは「ブドウを食べた人が笑顔になるように、日
焼け防止の傘を一房ずつかぶせるなど、愛情を込めて育
てています」と栽培の苦労や生産者としての思いを話し
てくれました。その後、富山さんの育てたシャインマス
カットを食べて、みんなにこにこ笑顔になりました。

在宅医療・介護の公開講座
　１月１３日(月・祝)午後１時半～３時半　　白根学習館ラスペックホール
講演テーマ　人生の終わり、一緒に考えませんか?

   ～折れない心で人生の最後まで～
　講師　めぐみ在宅クリニック（横浜市）　小澤竹俊 院長
　先着４５０人
　１２月３０日(月)までに市役所コールセンター　☎243-4894
　健康福祉課　☎372-6375

DVと虐待に気づき
子どもたちの命を守るための講演会
　1月19日(日)午後1時半～3時半　　白根健康福祉センター
　子どもたちの命を守るために、地域でできることは何か、どんな支援が必要なの
か一緒に考えましょう。
講師　NPO法人女のスペース・にいがた　朝倉安都子 代表理事
　先着100名　　1月14日（火）までに地域総務課　☎372-6605

１月２８日（火）午後１時半～３時半（受け付けは１時から）　　白根健康福祉センター
講演「骨粗しょう症予防のための運動のコツ」 講師 健康運動指導士 丸山由紀さん

　先着４０人　持ち物　タオル、水（お茶）、運動靴（外履き）
　健康福祉課　☎３７２－６３８５

骨粗しょう症予防講演会

安産教室
健康健康

　白根健康福祉センター
　出産予定日が令和２年４～７月の妊婦とその家族　２０組
持ち物　母子健康手帳、筆記用具
　１２月１８日（水）から健康福祉課　☎372-6375

　安心して出産を迎え、出産後もゆとりを持って子育てができるように安産教室を
開催します。
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回 日にち

1月21日(火)

2月19日(水)

3月17日(火)

時間（受付時間）

13:30～15:30
(13:15～13:30)

18:30～20:30
(18:15～18:30)

内　容
妊娠中の経過と注意点、妊婦体操
お母さんと赤ちゃんの歯の健康
お産の経過と呼吸法
妊娠中の食事のポイント
これからの子育てについて
沐浴(もくよく)実習など

国民健康保険の加入・脱退～届け出は14日以内に～
加入の手続きが遅れると
　１回に納める保険料が高額になりま
す。また、手続きするまでは医療費が全
額自己負担になります。
脱退の手続きが遅れると
　保険資格がないのに国保の保険証を
使って受診した場合は、医療費の返還が
必要になります。また、国保の保険料を
請求され続けます。
◆加入の届け出前に確認を
　会社などを退職した人は、国保に加
入するほか、次の方法を選択できる場
合があります。会社や健康保険組合な
どに確認してください。

①任意継続
・退職前の健康保険を最長2年間継続
することができます。保険料は、会社が
負担していた分も合わせて自己負担と
なります。
・退職後20日以内に手続きが必要です。
②家族の被扶養者になる
・収入などの条件があります。
◆お願い 令和2年3月31日付退職予
定で任意継続保険料との比較のため、
国民健康保険料の試算を希望される場
合は、令和元年中の収入の資料（源泉
徴収票など）を用意してください。
　区民生活課　☎372-6135

※3回コース。1回でも受講可

南区男女共同参画地域推進員事業

南区役所管内　市関係施設　年末年始のご案内

※白根カルチャーセンター、白根総合公園屋内プール、白根総合公園テニスコート・多目的
コートは12月29・30日、1月2・3日に臨時開館します（午前9時～午後5時、白根総合公園屋
内プールは午前10時～午後5時)
このほかの市の施設については「市報にいがた」本号４ページをご覧ください

施 設 名
南区役所（味方・月潟出張所を含む）

地域生活センター
大通
白根
上記以外

白根学習館・公民館
白根カルチャーセンターほか、区内運動施設（※）
月潟農村環境改善センター
老人福祉センター（白寿荘・月寿荘・楽友荘）
白根図書館
月潟図書館
白根健康福祉センター
白根児童センター・味方児童館・白根北児童館・
白根南児童館
しろね大凧と歴史の館
旧笹川家住宅　曽我・平澤記念館
白根斎場

休 業 日

12/28(土）～1/5(日）

12/29(日)～1/4（土)
12/29(日)～1/3(金)

12/29(日)～1/3(金)

12/29(日)～1/4(土)

12/28（土）～1/3(金)

1/1（水・祝）

〔ごみ収集業務〕
●一般収集　年末は12月30日(月)まで平常どおり。31日(火)は全地区で「燃やす
ごみ」の特別収集を実施。年始は1月4日(土)から※各地区の家庭ごみ収集カレン
ダーを確認してください
●自己搬入 年末は12月31日(火)正午まで、年始は1月4日(土)から。12月29日・
1月5日(日)は休み
※拠点回収（古紙類、古布・古着）は、12月29日(日)から1月3日(金)まで休み
●粗大ごみの申し込み　年末は12月28日(土)午後5時まで受け付け（申し込みの
日によって、年明けの収集となる場合があります）。年始は1月4日(土)から受け付け。
粗大ごみ受付センター　☎290-5353

〔し尿収集業務〕　12月28日(土)から1月5日(日)まで休み。
　区民生活課　☎372-6145

ごみ・し尿の収集について

公共交通の運休について（区バス・南風タクシー・月潟住民バス）

公共施設の休業日について

運休期間　12月29日（日）～1月3日（金）※区バス北部ルート第1便（三ケ字北～南
区役所）は、12月21日(土)～1月6日(月)の間、運休
　地域総務課　☎372－6605
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　12月17日(火)午後1時～3時
　白根学習館　
　イタリア映画の名作「自転車泥棒」の上
映ほか
　当日直接会場へ

　12月24日(火)午前10時～正午
　同館
　「旅立ちの島唄～十五の春～」の上映
　当日直接会場へ

　1月14・28日(火)午前10時～11時半
　白根学習館
　①14日は「手形・足形ぺったん」②28
日は「親子でヨガ体験」　持ち物　②のみ
バスタオル、水分補給用の飲み物※当日
は動きやすい服装で　　未就園児とその
保護者　　当日直接会場へ　
　白根地区公民館　☎372-5533

　1月8・22日(水)午後1時15分～4時
15分　
　南区役所　
　土地、金銭貸借、保証、債務、離婚、認
知、相続など法律についての相談
　6人※1人30分
　12月17日(火)以降に電話で区民生活
課　☎372-6105

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。

●雪害によるＬＰガス事故防止のお願い
　事故防止のため、次のことに気をつけ
ましょう。
①ＬＰガス容器やメーター周辺、屋外設置
の給湯器などは雪に埋もれることがな
いように除雪する。
②屋根の雪下ろしの際は、周囲のＬＰガス
設備にも注意する。
③排気筒や吸気口が雪でふさがれていな
いか、排気筒に破損はないか点検する。
※ガス漏れや燃焼機器に異常があった
場合はすぐにＬＰガス販売店に連絡

　県ＬＰガス協会　☎267-3171
●第 43回双葉賞候補者推薦のお願い
　双葉賞は市内で自発的に善行を行って
いる児童生徒を表彰する制度です。
推薦対象 市内の小・中学生で「個人」「グ
ループ」「団体」の3部門
対象の活動例 学校や地域で環境美化に
努力している、いじめや不登校・障がいの
ある児童生徒などに援助している、大規
模災害により被害を受けた人への奉仕活
動など自発的に行っている
募集方法 事務局で発行する推薦状用紙
を提出
募集締切 1月15日(水)
　新潟ライオンズクラブ事務局
☎070-5365-5306

●南区「雪援隊」メンバー募集
　大雪対応として、お年寄り世帯や障が
いのある人の玄関先の除雪や買い物、ご
み出しなどの手伝いができる人を募集。
1回につき　除雪500
円、買い物300円、ごみ
出し100円（依頼者が活
動者に直接支払います）
　南区社会福祉
　協議会
　☎373-3223

《広告欄》

1月の弁護士無料相談1月の弁護士無料相談
相　談

シロネシネマ喜楽座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、1月19日号は12
月17日（火）まで、2月2日号は1月7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

子育てサロン　モモ子育てサロン　モモ
子育て

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

統計功労者として表彰されました

油漏れ事故に
ご注意ください！

　冬期間はホームタンクからポリタン
クなどへ給油する際に灯油を漏らして
しまう事故が多く発生します。
　川などに油が流れ込むと、水道の
断水、農業・漁業への被害、環境汚染
などが発生し、油を漏らした人に対策
費用や損害賠償が請求されることが
あります。
　日頃から次の点に注意して油漏れ
事故を防ぎましょう。

１ 給油中は、その場から絶対に離れ
ない

2 タンクのバルブを完全に閉めたか
確認する

3 タンクの配管、ホースなどを点検し、
傷んでいたら新しい物に交換する

区民生活課　☎３７２-６１４５

　新潟空港で、10月から就航している新潟－香港
便の利用者にル レクチエの試食・販売を11月30日
から行っています。ル レクチエを海外に向けてＰＲす
るのは新潟空港では初の試み。南区産のル レクチ
エをきっかけに南区への観光にもつながることが期
待されます。
販売日時 12月25日（水）までの香港便発着のある
 水・土曜日　午後２時～５時
販売場所 新潟空港１階　国際線到着入り口前

干支凧が東京の新年を彩ります
南区観光協会を通じて、新年、東京都内

で行う「賀詞交歓会」会場に南区の凧が飾
られます。来年の干支「子」を描くのは、凧
絵師の風間正雄さん。風間さんは「新年の
凧を見て、皆さんから明るい気持ちになって
もらえたらうれしい」と話してくれました。

11月28日に区役所で各種統計調査の調査員として功績のあった人へ、表彰状の伝
達式を行いました。今回の受賞者は次の4名です。
総 務 大 臣 表 彰  種村 たつ子さん（西白根）
経 済 産 業 大 臣 表 彰 稲垣 厚子さん（西笠巻新田）
経 済 産 業 省 感 謝 状  登石 博子さん（月潟）

　新潟県統計協会総裁表彰 加藤 惠子さん（西白根）
統計調査へのご尽力ありがとうございました。

国による各種統計調査の調査員を募集しています。
調査対象となる世帯・事業所への訪問、調査票の配布・回収･点検ほか
満20歳以上で、次の1から4の条件に全て当てはまる人

１ 責任をもって調査員の事務を遂行できる
２ 秘密の保護を順守できる
３ 税務・警察・選挙に直接関係がない
４ 暴力団員ではない。暴力団や暴力団員と密接な関係を有していない

あなたも統計調査員になってみませんか

地域総務課　☎372-6440

完璧な親なんていない！～NP講座～
「子育てってこんなに大変なの？」「こんな時どうしたらいいの？」「しつけってどうし
ている？」など子育てに悩みはつきもの。
ひとりで悩まず、ママ同士の交流を楽しみながら、子どもからほんの少し離れて、自
分や子育てについて、ゆったりと見つめ直すひと時を過ごしてみませんか？
カナダ生まれの子育て支援プログラム「Nobody’s Perfect 完璧な親なんていな
い」を元に進行役が話し合いのお手伝いをします。

白根学習館　　お茶代６００円（６回分）
０～５歳の子どもの母親１２名（応募多数の場合は抽選）※当講座を未受講、全６
回参加できる人　保育　１４名（要申し込み 生後６カ月以上）
１月１０日（金）までに健康福祉課　☎３７２－６３５１

曜日

木

時間

午前10時～正午

内容
・はじめましての自己紹介
・話し合いのルールづくり
・みんなで話し合うテーマ決め
・例えば・・・
 しつけの悩みあれこれ、夜泣き、
 夫婦で協力し合う子育て、発達

１
回

２
３
４
５
６

日にち

保育あり

ル レクチエ ブランディング事業の取り組み
香港直行便利用者にPR！

　昨年12月、フランス・パリで「フランスへの里帰り」と題し、一
流料理人が集まる試食会を開催しました。その試食会に参加し
ていた世界的に有名なピエール・エルメ氏がル レクチエの歴史
や栽培方法に感銘を受け、12月から東京銀座のカフェでル レ
クチエをふんだんに使ったデザートプレートの販売を始めました。
場所 東京都中央区銀座6-10-1銀座シックス　ハウスオブ

ディオール銀座4階　ディオール バイ ピエール・エルメ
内容 生のル レクチエをはじめ、ポワレやコンポート、マカロンな

ど洋梨づくしの一皿

ピエール・エルメ・パリとコラボレーション！

2月 6日
2月13日
2月20日
2月27日
3月 5日
3月12日

まちまちののの話題

　産業振興課　☎372-6507

500
ごみ
が活
す）
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