
南区の子育て応援特集
～子育て中の悩みや不安の処方箋を見つけよう！～
子育ては初めて経験することばかり。思い通りにいかず戸惑ったり、イライラしたり、そん
な自分が不安になったり。その気持ち、一人で悩まずに誰かに話してみませんか。
区内には、子育て支援センターや児童館、児童センターが８カ所あり、さまざまな楽しい
イベントを開催しています。子育てについての心配事を相談することもできます。
この時季は家に閉じこもりがちになりますが、各施設で楽しく過ごしましょう。
問い合わせ　健康福祉課　☎372-6351

子育て支援センター子育て支援センター

●白根つくし園

広いスペースでゆったり遊べます。
大きなトランポリンもあります！

子育てについて何でも相談でき、保護者もくつろげるフリースペースです！

・大勢のお母さんと赤ちゃんに出会えるので楽しい（20歳代女性）
・同じ月齢の子どもの話ができて、悩みを共有できる（20歳代女性）
・大勢のお母さんと赤ちゃんに出会えるので楽しい（20歳代女性）
・同じ月齢の子どもの話ができて、悩みを共有できる（20歳代女性）

・ミニ講座などで子育てのこつを教えてもらえる(30歳代女性)
・とても行きやすい雰囲気で、ママ友ができるきっかけとなった（20歳代女性）
・ミニ講座などで子育てのこつを教えてもらえる(30歳代女性)
・とても行きやすい雰囲気で、ママ友ができるきっかけとなった（20歳代女性）

　上下諏訪木817-1　☎372-3525　　

月～金曜 午前９時～11時半
  午後１時半～4時
 土曜 午前9時～11時半
月～金曜 午前９時～午後５時

 土曜 午前９時～正午

月～金曜 午前９時～正午
  午後１時～３時
 土曜（月1回） 午前9時～正午　
 ☎372-5611
 月～金曜 午前９時～午後５時
 土曜(月1回) 午前９時～正午

月～金曜 午前９時～正午
  午後１時～３時
月～金曜 午前９時～正午

  午後１時～３時

 月～金曜 午前９時半～正午
  午後１時～３時半
 月～金曜 午前９時～午後5時

ミニ講話「おやつの簡単レシピ」
　2月18日(火)
　午前10時50分～11時半
　保育園で人気のレシピを紹介

児童館・児童センター児童館・児童センター 健全な遊びや行事を提供し、社会性や協調性を養います！

・天気の悪い日でも子どもが伸び伸び走り回れる（30歳代女性）
・土日も開館しているので、家族そろって遊びに来られる（20歳代女性）

・先生たちが子どもの顔を覚えてくれていて、とっても親身になってくれる（30歳代女性）
・妻が仕事の際によく利用。私より先生の方が子どもの好みを知っていて安心できる（30歳代男性）

●ぴよぴよ（あかねこども園内）

季節の行事のほか、毎月外部講師
による講座を開設！

　鯵潟404-1　 ☎372-5600

ようこさんのハッピーリラックス
　2月18日(火)
　午前10時45分～正午
　ピアノ演奏とベビーリトミック

●マリンキッズ

ゆったりとした雰囲気の中で
のんびり過ごせます！

　大通黄金4-2-1　☎362-3355

おたのしみ制作
　2月19日(水)・21日（金）
　午前9時～正午、午後1時～3時
　おひなさまを作ろう

●ふわっと（白根そよ風保育園内）

温かく、心地よい癒しのひと時を
親子で過ごしましょう！

　茨曽根7664-1　☎375-8501

保育園生活展
　2月15日(土) 午前９時～午後３時
　保育園生活の様子を展示、親子制
作やワークショップ

●白根北児童館

遊戯室を時間制で予約でき
家族や友達同士で遊べる！
屋外で３オン3バスケットボールが
できる！！(冬季を除く)

　鷲ノ木新田５４０２　☎379-1260

午前９時～午後7時
午前９時～午後６時 午前９時～午後７時 午前９時～午後６時

はるまつり
日3月8日(日)午前10時～正午
スタンプラリーで各ブースを回り景

品をゲットしよう！　
　当日直接会場へ

●白根南児童館

遊戯室にバスケットゴールを
新たに設置！
バスケット検定が始まります！

　茨曽根３４５５－２　☎201-6021

花束を送ろう
　2月15日(土)午後2時～
　素敵な花を作って贈りましょう
　小学生
　当日直接会場へ

●白根児童センター

クライミングやボールプールなど
さまざまな遊具があり、
飽きずに遊べる！

　白根１３７２　☎372-0530

ふゆまつり
　2月23日（日・祝）午前10時～午後
0時半　　巨大迷路・射的などの遊
びブースや工作・飲食ブース　
　当日直接会場へ

●味方児童館

外広場でバギーやキックボードを
楽しめ、チョークでお絵書きもできる！
館内にパソコンゲームを完備！

　味方679　☎201-8346

ふゆまつり
　2月22日(土)午後1時半～3時半
　射的やお菓子釣りなどの遊びコー
ナーや工作コーナー、パン・菓子販売
など　　当日直接会場へ
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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12月末現在、カッコ内は前月比）：44,518人（－44）　男：21,660人（－20）　女：22,858人（－24）　世帯数 16,158世帯（＋4）（住民基本台帳による）

■□日＝日時　 ■□場＝会場　 ■□内＝内容　 ■□人＝対象・定員　 ■□申＝申し込み　 ■□相＝子育て相談■□＝開館時間　開



《広告欄》

子育て子育て

■ほっぺちゃん広場　☎372-3525
　2月19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、ピアノ演奏
　乳幼児の親子　　当日直接会場へ
　同センター

■マリンひろば　☎362-3355
　2月26日(水)午前10時半～11時半
　子育て支援センターマリンキッズ
　ハンドトリートメント、茶話会
　乳幼児の親子先着6組　　2月25日
（火）までに同センター

区では、保護者同士がつながりを持って1人で悩ま
ず子育てができるように「子育て広場」を開設してい
ます。この広場を運営する子育て支援リーダーの集ま
りが『子育てオーエンジャー☆みな
み』です。寒い季節、ポカポカの室内
で開催される子育て広場に参加して
みませんか。

子育てオーエンジャー☆みなみの「子育て広場」 児童館・児童センター今月のイベント

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

で 同 タ

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

認知症カフェ～より道カフェかけ橋～
　2月22日（土）午後１時半～3時半
　白根健康福祉センター
認知症予防体操や認知症についてのミニ講座ほか（変更になる場合あり）

　３００円（茶菓代）　　当日直接会場へ

図書館情報図書館情報
月潟図書館　☎375-3001白根図書館　☎372-5510
▷おはなしのじかん
　2月13･27日(木)午前１１時～同３０分
　同館　　乳幼児から
▷赤ちゃんタイム
　毎週木曜 午前10時～正午　
※2月20日は蔵書点検のため開催しま
せん　　同館
▷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　
※2月22日は蔵書点検のため開催しま
せん　　同館

▷読書会
　2月16日（日） 午後2時から
　白根学習館
テーマ：「恩田陸」 恩田さんの本を持参

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
▷おはなしのじかん
　毎週土曜 午後２時から
　同館

どなたでも気軽に
参加できる
集いの場です!
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グリーンゾーン
※ここで止まった
　送球は無効

送球（床を滑らす）

送
球
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イ
ン

ターゲット（的）

フロッカー（球）

空き家の悩みに専門家がアドバイスします。
（南区内の物件に限ります）
○不動産の売買・賃借
○土地・建物の登記
○境界の調査や測量
○相続や成年後見
○空き家の利活用や管理

相談員　（一社）全国空き家相談士協会 新潟支部
　３月８日（日）　個別相談　午前１０時～午後4時（１組３０分まで）
　南区役所　　２４組（要予約・先着順）
　２月５日（水）～２５日（火）までに地域総務課や各出張所、各地域
生活センター備え付けの申込書を記入し、FAXまたはメール、郵
送のいずれかで同課　　同課　☎３７２－６４３１

やってみよう！フロアカーリング
フロアカーリングってどんなスポーツ？

フロアカーリングをやってみたい！

第13回南区長杯フロアカーリング大会を開催

　フロアカーリングは、季節や天候に
左右されない室内競技として北海道
の新得町で誕生したニュースポーツ
です。木製のターゲット(的)にキャス
ター付きの木製のフロッカー(球)を送
球し、得点を競うもので、子どもから
お年寄りまで手軽に楽しめます。
　地域総務課　☎372-6604

区内の各地で未経験者向けの教室が開催されており、白根カルチャーセン
ターでは用具一式の貸し出しを行っています。詳しくは問い合わせください。

メンバー3人以上集めて大会に参加してみませんか。
　3月1日（日）午前9時15分～午後3時　
※上位入賞チームには豪華賞品あり

〇コート・用具
　的１個と、球１２個（黄色と赤色を各６個）を使用します。体育
館などの床上を滑らすために、球と的には車輪が付いています。

〇ルールの概要
・原則３人１チームで対戦します。攻撃開始に先立ち、先行チームがグリーンゾーンに
向けて的を送球します。（グリーンゾーンに停止しない場合はやり直し）
・1人１個ずつ、相手チームと交互に、球をグリーンゾーンに向けて送球していきます。
これを２回繰り返します。（氷上カーリングのようなブラシで掃く役割はありません）
・両チームが黄色６個、赤色６個をすべて送球し終えたら、そのセットは終了。その時点
で球を的に最も近づけたチームに得点が入ります。

・ゲーム中に球が的に当たり、的がグリーンゾーンから出てしまった場合、その時点で
そのセット終了。相手チームのまだ投げていない球数（１個１点）が相手チームに入り
ます（最低でも２点）。
・これを４セット行い、合計点数を競います。（同点の場合は延長あり）

○得点が入るのは、球を的に最も近づけたチームだけです。
○相手チームの最も的に近い球より、内側にある球の個数（１個１点）が得点に
なります。
○グリーンゾーンの外にある球は得点になりません。

詳しくはこちら

空き家無料相談会

詳しくはこちら

公共交通情報コーナー 協賛広告を
募集しています

区バスは、学生や車を運転しない人の重要な移動
手段です。
地域生活の足を確保するため、持続可能な公共交
通を維持する必要があります。区バスの運行趣旨に賛
同いただける企業・団体からの協賛広告を募集してい
ます。広告掲載の条件など詳しくは問い合わせてくだ
さい。　　地域総務課　☎３７２－６６０５

■白根南児童館　☎201-6021
バレンタインクッキング
2月8日(土)　午後1時半～3時半

　白南中学校
　バナナケーキやミルクココアを作る
　小・中学生 先着16人　 　500円
　同館
■白根北児童館　☎379-1260
ホットほっとタイム
　2月13日(木)午前10時半～11時

　絵本の読み聞かせの後、子どもは遊
びタイム、大人は温かい飲み物でホット
タイム　　子育て中の親子
　当日直接会場へ
■味方児童館　☎201-8346
ちびっこ広場～保健師さんのおはなし～
　2月19日(水)午前10時45分から
　「イヤイヤ期について」、「言葉の発達
について」の講話　　乳幼児とその保
護者　　当日直接会場へ

Facebook Instagram
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《広告欄》

まちまちののの話題
どんど焼きで無病息災を祈念！
正月飾りなどをたき上げる小正月の伝統
行事「どんど焼き」が1月１２日にアグリパー
ク近隣の田んぼで行われました。約９００人
が燃え上がるやぐらを前に無病息災を願い
ました。やぐらは時折ドーン、ドーンという音
を立てて激しく燃え、火柱は２０メートルほど

に。東区から家族で来た小学２年生は「火が大きくて熱かったけど、スルメがう
まく焼けて良かった」と頬を赤くしながら話してくれました。

１月１３日に白根学習館で「人生の終わ
り、一緒に考えませんか？」と題し、在宅医
療・介護の公開講座を開催しました。
全ての人にとって、避けられない「人生

の終わり」がテーマということもあり、約３
００人の大勢の人が参加しました。
講師の小澤竹俊さんは穏やかに人生

の最後を迎えられるためには、周りの人が苦しみをキャッチして支えること、支える
人にも支えが必要なことなどについて、ユーモアを交えながら語りました。

白根カルチャーセンター　☎３７３－６３１１
○スポーツ教室

　イスに座りながら、易しい強度の筋力トレーニングと有酸素運動を組み合わせて
行います　　窓口もしくは電話（先着順）

●無料カウンセリング
　2月9日(日)午前9時～正午
　市市民活動センター(中央区西堀通6
番町)　　夫婦、家族、仕事、転職、人間関
係などの悩みに心理カウンセラーが対応
※相談時間1人50分　　先着10人
　2月8日(土)までに県カウンセリング協
会 傾聴の会　☎090-3210-0051
●休日労働相談会
　2月16日(日) 午後1時～4時半　　新潟
地域振興局(秋葉区新津)　　労働者、事業

主問わず労働相談に応じます。※相談方法
面談または電話（☎0250-23-6110）
　面談による相談を希望の場合は事前に
県新潟労働相談所　☎0250-23-6110
●南区老人クラブ連合会囲碁・将棋大会
　3月4日(水)午前9時15分～午後4時
　白根地域生活センター　　南区在住
の６０歳以上の人　　1,000円（昼食代
含む）　　2月25日(火)までに電話で老
人福祉センター白寿荘　☎373-3096

日2月5日(水)午後2時15分～4時
　南区役所　持ち物　献血カードまたは
献血手帳※初めての場合は運転免許証
など本人確認のできるもの
　健康福祉課　☎372-6375

　2月18 日(火)午前10時半～正午
　白根学習館　　令和2年度のシロネシ
ネマ喜楽座で上映する年間の映画選定
※2月のシロネシネマ喜楽座は休みます
　当日直接会場へ

献血にご協力を献血にご協力を
健　康

シロネシネマ喜楽座
年間上映プログラム作成座談会

シロネシネマ喜楽座
年間上映プログラム作成座談会

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、3月15日号は2
月18日（火）まで、4月5日号は3月10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

人 なことなどが必要な人にも支えが

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

　南区の令和元年の火災件
数は１３件で、平成３０年の７件
に比べて６件増加しました。
　今年も引き続き、防火意識
を持ち「火を取り扱う時はそ
の場を離れない」「住宅用火災警報器を設置する」など、家庭や地域で備え、火災
のない「安心・安全」な南区を目指しましょう。
　南消防署市民安全課　☎ 372-0119

南区の災害概況 火災件数など増加

南　区
新潟市

火災件数
１３（＋６）

１４７（＋２３）

救急件数
１，９９４（＋１４８）
３８，９３１（▲６１２）

救助件数
１４（＋７）

１３５（▲３４）

「にいがた防犯ボランティアネットワーク」への
登録団体を募集
　地域で防犯活動に取り組むボランティア団体「にいがた防犯ボランティアネット
ワーク」への登録を募集しています。

　登録していただいた団体には、防犯グッズの無償貸与、犯罪統計などを記載し
たネットワーク通信の配布、市が主催する防犯講習会の案内などさまざまな活動
を支援します。　※現在、南区では８団体が登録
　地域総務課　☎３７２－６４３１　市民生活課　☎２２６－１１１０

登録の目的 ・ネットワークの形成　・地域同士の情報共有、連携　・活動支援

白根高校生の取り組みを地域の力に
白根高校は、日々の学習や部活動に精一杯取り組んでいます。そのほか地域と連携

したボランティア活動なども積極的に行い、地域の中の「白高」としての活動に力を入
れています。
今年度から、地域と学校をつなぐ地域コーディネーターを配置し、新たに白高生によ

るまちづくりに取り組んでいます。
　白根地区公民館　☎372-5533

今年度は、地域や団体のイベント運営補助や防犯啓発活動など、さまざまなボラン
ティア活動に取り組んだほか、凧合戦期間中には「みなみマルシェ」への出店や９０年
ぶりに復活した「白根子行進曲」の参加など、地域と連携した取り組みを行いました。

◆地域でのボランティア活動

　２月１０日（月）午後４時～５時
　白根学習館ラスペックホール
　当日直接会場へ
　白根地区公民館　☎372-5533

生徒たちはどんな解決方法を考えたのか？

白高生による地域課題解決に向けたアイデア発表会

社会を明るくする運動しなの園でのプランター植え替え

教室名
イスに座って
健康体操

日にち(全3回)
2/21・28、
3/6

時間
13:30～
14:20

定員

20名

曜日

金

対象

60歳以上

参加費

600円

白根地区公民館　☎372-5533

在宅医療・介護の公開講座

１２月１２日に白高生を対象とした「コミュニ
ティコーディネーター育成講座」を開講。受
講した生徒１１人は、地域の課題を発見し、
解決に向けて地域の資源とつなぐ方法を学
びました。その後、庄瀬地区の地域課題であ
る「住民の防災に対する意識を高めるには
どうしたらよいか」について、アイデアを出し
合いました。

◆地域課題に対する取り組み

南区役所だよりに広告を載せませんか
募集する号　令和2年度に発行する各号（毎月2回第１・第３日曜日に発行）
対象 南区内に本社や営業所のある事業者※掲載不可の業種あり
広告掲載料　掲載1回1枠　4,000円(税込)
　2月25日(火)までに所定の申込書を地域総務課に提出
　同課　☎372-6621　 詳しくはこちら

（対前年比）

南区役所だより　No.308 令和2年2月2日 ●③

区
役
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は
ウ
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ブ
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無
料
配
信
サ
ー
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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
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