
未来創造教室未来創造教室未来創造教室
　南区では小・中学校全１７校で未来創造教室を実施しています。この教室では、南区の
自然・産業・くらし・文化などから課題を発見し、地域の人々などから学び、自分たちで考
えて行動することを通して、郷土のよさに気づき、郷土を愛し、よりよく生きていこうとす
る心を育んだり、自分や地域の将来を考えたりする取り組みを行っています。　
問い合わせ　南区教育支援センター　☎372-6635

新飯田小学校
５年生が学校脇のミ
ニ田んぼで米作りをし
ました。おいしくて安全
なお米を作るための苦
労や工夫を知り、新飯
田の農業や日本の食料
生産について深く考え
ることができました。

茨曽根小学校
４年生が「茨曽根の
宝を伝えよう」という
学習の一環で、区長
に「茨曽根樽太鼓」を
披露し、「地域の伝統
芸能をこれからも大
切にしてほしい」とい
う提言を行いました。

庄瀬小学校
庄瀬小学校の大凧
には、庄瀬にゆかりあ
る堀部安兵衛が描か
れています。地域の人
と共に安兵衛について
学び、大凧合戦に参加
することを通して地域
への愛着を深めました。

小林小学校
５、６年生が乗船体
験学習をしました。５
年生は農業用水や自
然環境の視点から、６
年生は防災の視点か
ら学習しました。学習
したことを元に区長へ
提言を行いました。

白根小学校
４年生が白根の凧
について学習をしま
した。凧の歴史などを
調べ、凧を作って揚げ
ました。地域の人々の
願いや伝統を守る努
力を感じました。

臼井小学校
全学年で「臼井のい
いね！発見活動」に取り
組んでいます。5年生
は臼井で栽培されて
いる「エディブル･ロー
ズ（食用バラ）」に着目
し、臼井の「食」のいい
ね！をアピールしました。

大鷲小学校
４年生が地域の人に
教わりながら校地内
にある畑で梨を栽培
しました。育てた自慢
の梨をふるさと村でＰ
Ｒし、もらった人からの
お礼の手紙で地域の
よさを再発見しました。

根岸小学校
米、桃、枝豆、サツマ
イモ、ネギを育て、PRす
る活動を通して生産者
の工夫や願いを学びま
した。６年生は地域の
ために尽力された人々
の話を聞き、地域の将
来について考えました。

大通小学校
5年生が地元の食材
で弁当の献立を考えて
販売する活動に取り組
みました。用意した弁
当は、販売開始直後に
完売。アンケートでも絶
賛され、達成感にあふ
れた活動になりました。

味方小学校
５、６年生が中学生と
共に水防災について
現地調査を行いました。
危険箇所や避難の仕
方などを保護者や地
域の皆さんに伝え、区
長に地域のあるべき姿
について提言しました。

月潟小学校
５年生が栽培に携
わった梨を地元の市
や店頭で販売しまし
た。地域の今・昔や課
題を探り、「月潟のよ
さ」を多くの皆さんに
届ける取り組みを行
いました。

白南中学校
南区の自然災害の予

兆や危険性、過去の災害
や避難所などについての
学びを深めました。地域
の皆さんと共に災害発生
時や中長期避難所運営な
どを想定した防災訓練の
あり方を話し合いました。

白根第一中学校
１年生は南区を中心
に職業を通じて活躍さ
れている人の講話を
聞き、将来の生き方に
ついて考えました。２
年生は市内巡検を通
して区の魅力と課題を
発見し、発表しました。

臼井中学校
新潟市出身で元アルビ

レックスチアリーダーズとし
て活躍した柳下容子さんの
講演会を実施しました。チア
リーダー時代にさまざまな
挑戦をし、厳しい練習を常に
笑顔で克服、成功した話を
聞き、強く感銘を受けました。

白根北中学校
３年生を中心に仮想
株式会社「北の塔」を立
ち上げ、毎年秋の「しろ
きた市場」の運営を目
標に活動しています。
地域や保護者の皆さん
の理解のもと、活動も
軌道に乗ってきました。

味方中学校
大凧合戦に向け、１年
生が入学直後から凧作
りを行いました。地域の
皆さんが講師となり、下
絵や骨組み制作、鼻緒
立て、試し揚げと丁寧で
専門的な指導を受ける
ことができました。

月潟中学校
東京ガールズ代表の
柳下容子さんによる講
演会を実施しました。
多くの試練を笑顔と元
気で乗り越え、世界の
大舞台で活躍する地元
出身の先輩の姿に大き
な刺激を受けました。

郷土愛と豊かな心を育む
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３月の児童センター・児童館　目玉イベント

白根ハーフマラソン白根ハーフマラソン
　5月10日(日)　
　午前9時から順次スタート、午前11時45分コース閉鎖
　白根総合公園多目的広場
種目　ハーフ・10㎞・5㎞・2㎞
　小学3年生以上先着2,000人 ※健康で大会規定を遵守でき、
コース閉鎖時間内に走ることができる人。障がいのある人で単独
走行が困難な場合は伴走者(介助者)を帯同してください
　高校生以上 ハーフ4,000円、10㎞・5㎞3,000円、
小・中学生1,000円、ペア3,000円（小・中学生ペアは2,000円）
　3月31日(火)までに右の二次元コードから申し込み
　地域総務課　☎372-6604

　赤穂四十七士の一人堀部安兵衛は、15歳からの数年間
を南区庄瀬地区牛崎（当時の新発田藩領牛崎村）で過ごし
たと伝えられています。姉・きんの嫁ぎ先である武家の長井
家で、日夜一心に文武に励んでいたとのこと。
　昨年、同家の子孫から代々伝わる家宝を市に寄付いただ
きました。数百年の永い間、門外不出の書画など約３０点を、
今回初めて公開します。記念講演会では、貴重な品々の言
い伝えなどを紹介してもらいます。
　地域総務課　☎372－6604

　3月21日(土)～26日(木) 午前9時30分～午後5時
※3月21日は午前10時から開場式を実施
　白根学習館 ルーム1・2

　3月21日(土)午前10時45分～午後0時15分
　同館 ラスペックホール

■白根北児童館　☎379-1260
幼児絵本読み聞かせ＆
ホットほっとタイム
　３月１９日(木)午前１０時半～１１時半
　絵本読み聞かせの後、ママはホットカ
フェで一休み。子どもたちは遊びタイム
乳幼児とその保護者　 当日直接会場へ

■味方児童館　☎201-8346
春休みお楽しみ会
　3月20日(金・祝)午後2時から
　いろいろなレクリエーションゲームを楽
しむ。土産あり
　小学生以上 先着30人
　当日までに同館

■白根南児童館　☎201-6021
バルーンショー
　3月22日(日)午前10時半～11時
　ナマラエンターテイメントminaさんの
参加型バルーンショー
　当日直接会場へ
■白根児童センター　☎372-0530
スプリングコンサート
　３月２５日(水)午後２時半～３時半
　連弾クラブによるピアノ演奏やグリー
クラブによるダンス発表
　当日直接会場へ

《広告欄》

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

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～

☆介護が必要な状態になることを防ぎ、いつまでも元気でいるために・・・

　３月28日（土）午後１時半～３時半　　白根健康福祉センター
　リハビリ専門職直伝 いまからできる認知症予防
　３００円（茶菓代）　　当日直接会場へ

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」
　3月4日（水）午前１０時～１１時半　　リオン・ドール白根店
　介護保険をはじめ高齢者福祉全般について ※血圧測定あり

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
3月12・26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
　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
　同館

▷読書会
　3月15日（日） 午後2時から
　白根学習館
　テーマ「ローラ・インガルス・ワイル
ダー」※「大草原の小さな家」シリーズの
作者　テーマ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

春先は空気が乾燥し、火災が発生しやすい季節です。
火災による被害を減らすには、一人一人が普段の生活の中で火災
予防の対策を行うことが大切です。
防火の知識や技能を修得し、みんなで防火意識を高めましょう。
南消防署市民安全課　☎372-0119

暖かい季節の訪れとともに、人や車の動きが活発になり、交通事故が起きやす
くなります。特に３月は交通死亡事故に占める横断歩行者の割合が高くなります。
横断歩道は、歩行者が最優先です。ドライバーは、横断歩道の手前では減速

し、横断者がいる時は必ず一時停止をしましょう。
歩行者は、道路を横断する際は、車が来ていないか遠くまで見るなどの安全確

認を十分に行い、横断歩道を渡りましょう。また、
白色などの明るい服装を心掛け、夜光反射材な
どを積極的に活用し、ドライバーに自らの存在を
知らせましょう。
地域総務課　☎372-6431

春の火災予防運動 ４月１日（水）～７日（火）実施期間

(平成３１年度　全国統一防火標語)「ひとつずつ　いいね！で確認　火の用心」

いつまでも住み慣れた地域で元気に過ごせるよう、さまざまな取り組みを紹介し
ています。体操教室や集いの場所、地域での支え合いの担い手など、お気軽に問
い合わせてください。

　3月26日（木）午前10時～正午　　味方健康センター
　①元気な体のつくり方（講義・実践）
　②カーリンコンで楽しく体を動かしましょう（実践）
　自宅で介護をしている人や介護に関心のある人 先着20人
　3月25日(水)までに小規模多機能型居宅介護事業所 いきいき味方
　☎373-2466

家族介護教室

　台風19号をはじめ近年起きている事例を中心に、水害に対する備えについて
語ります。
　3月12日(木)午後7時～8時半（午後6時半 開場）
　白根学習館
テーマ「今どきの水害からの身の守り方Part２」
　講師 (公社)中越防災安全推進機構 地域防災力センター長　諸橋和行さん
　当日直接会場へ　
　地域総務課　☎372-6431

参加ランナー募集

横断歩道は歩行者が優先です

安兵衛ゆかりの家宝展 門外不出の品々を公開

記念講演会 入場無料・申込不要

展覧会 観覧無料
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～横断歩行者を守る交通事故防止運動～
実施期間　３月１日（日）～１０日（火）

南区防災セミナー

　区内のスポーツ施設駐車場で、車から金品などを盗む車上狙
いが発生しています。被害に遭わないために、次のことを心掛けま
しょう。
●バッグや財布、貴重品を置いたまま車から離れない。
●車から離れるときは、ドアロック（施錠）を確実に行う。
　地域総務課　☎372-6431

車上狙いにご注意ください！

詳しくはこちら

南区役所だより　 令和2年3月1日No.310●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
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《広告欄》

まちまちののの話題 白高生が地域課題に挑む！
２月１０日にコミュニティコーディネーター育成
講座を受講した白高生11人による庄瀬地区の
地域課題解決に向けた発表会を開催しました。 
「庄瀬農村公園まつりで防災をＰＲしちゃおう大
作戦」を提案した２年生の生徒は、「既に実施し
ている取り組み以外の手段を探すことが難し

かった。大勢のお客さんが来る祭りを活用したアイデアを発表することができて
良かった」と話してくれました。

家庭ごみ収集カレンダーに従って決められ
たごみ集積場に日時を守って出してくださ
い。　　区民生活課　☎372-6145

　４月１日（水）～令和３年３月３１日(水)
　白根市場(4・9の付く日)
　新飯田市場（5・0の付く日）
　庄瀬市場（1･6の付く日）
　月潟市場（2・7の付く日）
　家庭で採れた野菜・果樹や、雑貨・衣服の
販売など幅広く利用できます。1日限りや季
節限定の出店も可
　条例に基づく出店料
　産業振興課　☎372-6507

●その請求に困ったら司法書士へ
　3月は無料電話相談月間
　3月2日(月)～31日(火)午前10時～正
午、午後1時～4時※土・日曜、祝日を除く
　借金、奨学金、公共料金、家賃などの金
銭債権の請求の無料相談　☎240-7974
　県司法書士会　☎244-5121
●団四郎の手作り味噌教室
　①3月21日(土)午後2時～3時半
　②22日(日)午前11時～午後1時
　糀屋団四郎(南区新飯田)
　5㎏の味噌づくり①豚汁付き
　②マクロビランチ付き　　先着各60人
持ち物　エプロン、手拭いまたは三角巾、お
わんと箸
　①4,080円②5,080円
　3月19日(木)までに電話で問い合わせ先
へ　　糀屋団四郎　☎374-2611

　3月14日(土)・15日(日)・20日(金・祝)
～22日(日)午前9時～午後5時
　しろね大凧と歴史の館
　ヒントを頼りに館内を探索する「キー
ワードラリー」や描いた凧がスクリーンを
舞う「紙アプリ」、24畳の大凧に乗った気
分が味わえる「白根大凧合戦VR」、飲食
ブースなど　　入館料のみ大人400円、
高校生200円　
　同館　☎372-0314

　3月14日(土)午前10時半～11時半
　白根健康福祉センター
　新潟洋楽協会による演奏会　
　当日直接会場へ
　白根健康福祉センター ☎371-1070

　3月17日(火)午後１時～3時半
　白根学習館　　緒形直人主演「郡上一
揆（ぐじょういっき）」の上映ほか
　先着５０５人　　当日直接会場へ

　冬季に休止していた枝葉・草の収集を
3月から再開します。

春休みだよ！凧まつり

まちなかコンサートまちなかコンサート

催　し

枝葉・草の出し方枝葉・草の出し方
生　活

定期露店市場の新規出店者定期露店市場の新規出店者
募　集

シロネシネマ喜楽座シロネシネマ喜楽座

かった。大勢のお客さんが来る祭りを
してくれましたしてくれました。と話良かった」と話し

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、4月5日号は3月
10日（火）まで、4月19日号は3月25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

(金・祝)
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定の出店も
例に基づく出
業振興課

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

白根地区公民館　☎372-5533

出し方
枝・木 葉・草

1本当たり長さ1m
以内、束ねた太さは
直径３０ｃｍ以内で、
ひもなどで縛る。

無色透明・半透明の
ポリ袋で口を縛る。
土・砂などはしっかり
落とす。

白根カルチャーセンター　☎３７３－６３１１

白根総合公園屋内プール　☎378-4435

○無料体験教室

スポーツスポーツ

　窓口もしくは電話で申し込み（先着順）　　初心者対象

　3月23日(月)までに①窓口②電話③メールのいずれかで申し
込み（応募多数の場合は抽選）※申し込みには事前に窓口でス
ポーツ教室会員登録が必要
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
※参加費など詳しくは問い合わせください

○春期スポーツ教室

期間 曜日 時間教室名 期間 曜日 時間教室名

教室名 期間 曜日 時間

　3月15日（日）午前10時～午後3時　　白根野球場
　バッティング体験、ストラックアウト、じゃんけん大会、
ポニー乗馬体験（1回300円）、飲食ブースほか
　同場　☎372-2115

第6回　白根野球場ふれあい祭り

対象

15歳以上
（中学生除く）

参加費

無料
（入場料も無料）

教室名
簡単サーキット
トレーニング
ZUMBA（ズンバ）
二十四式太極拳

日にち

4/8

4/10

曜日

水

金

時間

10:00～10:50

11:00～11:50
10:00～11:30

定員

30名

40名
30名

メール

　3月23日(月)までに①窓口②電話③メールのいずれかで申し
込み（応募多数の場合は抽選）※申し込みには事前に窓口でス
ポーツ教室会員登録が必要
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
※参加費など詳しくは問い合わせください

○春期スポーツ教室

メール

味方体育館　☎378－4528

　3月15日(日)までに①窓口②電話③メールのいずれかで申し
込み(応募多数の場合は抽選)
必要事項　①会員番号(事前に登録が必要)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年齢⑤電話番号
※参加費など詳しくは問い合わせください

○春期スポーツ教室

メール

教室名 期間 曜日 時間 教室名 期間 曜日 時間

教室名 期間 曜日 時間

南区公式ＰＲ Ｔｗｉｔｔｅｒ（ツイッター）発信中
　南区ではTwitterで区内のイベント
や旬の情報などを発信しています。
アカウント名
@minami_ward_ngt
 「新潟市南区」
地域総務課　
　☎372-6621 詳細はこちら詳細はこちら

ピラティス
（午前）
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
ストレッチヨガ
(夜)
エアロビクス＆
骨盤ダンス(夜)
簡単サーキット
トレーニング

ストレッチヨガ
(午前)
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

ピラティス(夜)
ヨガ(午前)

4/6～6/1

4/14～6/23

4/15～6/24

4/9～6/25

4/17～9/25

4/11～6/20

月

火

水

木

金

土

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

ZUMBA
（ズンバ） 11:00～11:50

10:00～10:45

11:00～11:45

13:30～14:30

19:00～19:45

20:00～20:45

10:00～11:30
ヨガ(夜) 4/10～6/26 19:00～19:45

20:00～20:45
10:30～11:30

み
ん
な
の
水
泳（
月
）

み
ん
な
の
水
泳（
水
）

はじめてクロール
背泳ぎコース
しっかりクロール
背泳ぎコース
はじめて平泳ぎ
バタフライコース

はじめてクロール
背泳ぎコース
しっかりクロール
背泳ぎコース
平泳ぎバタフライ
コース

しっかり平泳ぎ
バタフライコース

アクア
エクササイズ(夜)

らくらくアクア
フィットネス
ナイト水泳（水）
はじめてクロール、
背泳ぎ、平泳ぎコース
シニア水泳
はじめてクロール
背泳ぎコース

プールde健康
ナイト水泳（金）
はじめて
平泳ぎコース

4/13～
6/29 月

10:30～
11:30

10:30～
11:30

14:30～
15:15

14:30～
15:30

19:30～
20:30

19:30～
20:15

卓球
初心者・
中級者
いきいき健康
やさしい健康

4/9～6/25

水

木 10:00～12:00

4/8～
6/24

4/9～
7/2

10:30～
11:30

19:45～
20:45

4/10～
6/26

4/17～
7/3

水

木

金

※定員に達しない場合は1回参加可能（卓球教室除く）

朝

昼 4/13～6/22 月 13:30～14:30
4/8～6/24 13:30～14:30

夜

バレトン 4/13～6/22 月 19:30～20:30
ピラティス 4/14～6/23 火 19:30～20:30
ルーシーダットン
（タイ式ヨガ） 4/8～6/24 水 19:30～20:30

フラダンス 4/16～6/18 木 19:30～20:30

南区役所だより　No.310 令和2年3月1日 ●③

■□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

災
害
に
備
え
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