
凧っこ13人衆は、平成29年度「南区お土産アイデアコンテスト」で
白根大凧合戦の大凧組を擬人化し、優秀賞を受賞したキャラクター
です。
13組の伝統ある大凧の絵柄や歴史などをキャラクターの特徴と

して生かし、作成されています。これまで、缶バッジやキーホルダーな
どのグッズ販売のほか、白根大凧合戦をはじめ、まちあるきイベント
とのコラボなどを通じて、南区の魅力を存分に発信してきました。今
後は、区民の皆さんに愛されるご当地キャラクターを目指して、区役
所だよりや区のホームページなどにも登場します。
問い合わせ　産業振興課　☎372-6505

生まれも育ちも南区の２０歳代女子です。
幼いころから毎年欠かさず凧合戦を観
戦。小学校では子ども大凧合戦、中学・高校
では巻凧に参加し、どんどん凧の魅力に引
き込まれていきました。
中学生の時から大凧を擬人化したら面白
いと描き始め、高校時代に13組を完成させ
ました。もっと大勢の人にファンになっても
らえたらうれしいです。今後は44組ある巻
凧を擬人化することに取り組みたいです。

作者　本間 日菜
ひ　な

江戸時代からある古参凧
組。その昔は芸者も行き交
う高級料亭街桜町の凧。
凧っこ桜蝶は蝶々三姉妹の
長女。古風で粋な姉御肌。

桜蝶組東東東東

達摩組の大凧は東軍の
凧に向かって急降下するの
が特徴。凧っこ達摩も東の
凧っこを見ると急にハグし
たくなっちゃう。凧絵の頭の
四角と丸の耳状のものは
凧っこ達摩にも付いてい
る。しゃべると「～にゃん」っ
てなるのはこの猫耳のせい
かもしれない。

達摩組西

一番北の組の若いしょ（若
い人の意味）。大凧の中で唯
一の文字凧。凧っこ北若も
唯一の男性キャラクター。い
つでも後ろを向いていて顔
は絶対に見せない。

北若組西

町内は白根（東）側だが味
方（西）側で揚げている凧
組。凧っこ弁慶も我が道を行
く自由人と思われている。東
西を取り持つ役目も担う学
級委員長キャラの一面も。

弁慶組西

凧絵の大高源吾は赤穂浪
士の一人。討ち入りの際一番
乗りして木槌で門を打ち破っ
た。凧っこ大高もなんでも一
番が大好きな元気っ娘。

大高組東東東東

その昔は明智光秀の絵
柄だったこともある凧組。
凧っこ本新蝶は元武将を
感じさせないおしゃれ好き
パリピ女子。蝶々三姉妹
の末っ子で甘え上手。

本新蝶組東

新潟を代表する武将上
杉謙信。民衆の心をつかむ
のが上手い謙信にあやか
り、凧っこ謙信もセーラー
服に日本刀で若者の人気
を取り込む。

謙信組西

村の中央の意味で中蝶。凧っこ中蝶も蝶々
三姉妹の真ん中。名前のとおりいつでも何で
も真ん中（センター）大好き。見た目はおっと
り純情系だが合戦になるととても熱い。

中蝶組 西

日吉丸は豊臣秀吉の幼名。
歴史ある凧組なので見た目は
子どもだけど中身は大人。サ
ルのぬいぐるみ持っているの
は秀吉のあだ名がサルだから
で、ぶりっ子（死語）なわけじゃ
ないよ！

日吉丸組西

平成になってから各大凧組
の協力を得て新しく立ち上げ
た凧組。凧っこ太助は江戸っ子
のお魚屋さんでしっかり者の
苦労人。年若いのでメンバー
みんなにかわいがられている。

一心太助組西13人衆の紹介

取り扱い店 駄菓子屋まるご 上下諏訪木1202-5　☎372-4417
織原時計店 白根2954　☎372-2268
フルーツショップ中村屋 白根魚町4-13　☎372-2326

その昔白根の大店ヤマ
キチ様が揚げていた大
凧。凧っこ五郎はちょっと
やんちゃな大店のお嬢様。
刀を持っていても育ちの
良さは隠せない。

五郎組東東
歌舞伎役者演じる
石川五右衛門が凧絵
のモデル。凧組の中
でも一二を争う古参
組。凧っこ役者は皆
の憧れ大人な女性。

役者組東東東東東
鯛町の凧を揚げている魚町はそ

の昔魚屋が多くあった町内。鯛町
の凧は時々絵柄が変わるので、
凧っこ鯛町も衣装をたくさん持って
いるおしゃれさん。マフラーとボタ
ンで凧絵と同じ「町」を表している。

鯛町組

キャラクター
グッズ
の紹介

キーホルダーキーホルダー
缶バッジ缶バッジ 時計時計
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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2年4月末現在、カッコ内は前月比）：44,351人（－51）　男：21,543人（－34）　女：22,808人（－17）　世帯数 16,247世帯（＋18）（住民基本台帳による）
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問

カレンダーカレンダーカレンダー
健 康健 康健 康

　離乳食の進め方などについて栄養士
が応じます 　乳幼児の保育者
※離乳食講習会は新型コロナウイルス
感染拡大防止のため中止
　健康福祉課　☎372-6385

■白根健康福祉センター　　６月１１日（木）
■味方健康センター　　６月２５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。白根健康福祉センターは歯
科衛生士による相談もあり
持ち物　母子健康手帳

６月１０日（水）＝１歳６カ月児健診
６月１２日（金）＝３歳児健診
※新型コロナウイルスの感染状況により中止や
延期になる場合があります

■南区役所　　５月１９日・６月１６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

６月１１日(木)・１６日(火)午後２時～４時

定例日健康相談（予約制）定例日健康相談（予約制）

離乳食電話相談離乳食電話相談

育児相談会育児相談会

その他その他

市では、災害時の避難に支援が必要な人の名簿を作成し、地域での助け合いに
役立てています。個別に案内を送付していますが、案内が送付されなくても登録で
きますので、希望する人は問い合わせてください。

　作成した名簿は、自治会・町内会、自主防災組織などの地域の支援者、公的機
関、民生委員などに提供します。
　健康福祉課　☎372-6302　　防災課　☎226-1143

自力での避難が困難な人は
「避難行動要支援者支援制度」を活用してください

大腸がん検診を受けましょうん検診を受けま
健康応援通信②

日本人の2人に1人が「が
ん」と診断され、3人に1人が
「がん」で命を落としています。
大腸がんにかかる人は40
歳から年齢を重ねるにつれて
増えます。部位別がん死亡数
は、男性3位、女性1位です。

医療機関で「大腸がん検診」を予約しま
す。自宅で2日分の少量の便を取るだけの簡
単な検査で、痛みも食事制限もありません。

大腸がん検診(便潜血検査)の受け方

痔のせいだと自己判断する人がいますが、痔が原因で陽性になる確率はわずか
２％といわれています。陽性の人のうち、3人に1人から、がんやポリープが見つ
かっています。すぐに精密検査を受けましょう。

検診結果が陽性なら
必ず精密検査を受けましょう

大腸がんは進行するまでほとんど自覚症状がありません。早期発見のために、
40歳になったら、毎年1回大腸がん検診を受けましょう。
健康福祉課　☎372-6385

早期に見つけて治療すれば９５％以上の人が治ります

5月・6月の

●月に2～3回利用。眺めるだけで楽しい。店主と知り合いになり、人間関
係が広がった。（70歳代男性）

●ほぼ毎回利用。お店の人と顔を見て話しをするのが魅力。（80歳代女性）
●スーパーには売っていない珍しい物を売っていて、見るのが楽しい。（70歳代男性）

区　政

　国民健康保険料の確定通知書を７月中旬に発送します。
　これまでどおり納付書での納付もできますが、原則は口座振替です。6月末まで
に手続きすると7月から口座振替を開始します。
申し込み方法　保険証、通帳、通帳の届出印を持参し、金融機関の窓口で申し
込みください。また、一部の金融機関については、区役所・出張所の窓口でキャッ
シュカードを提示するだけで口座振替の申し込みができます。詳しくは問い合わせ
てください。　　区民生活課　☎372-6137

国民健康保険料の納付は
口座振替が原則です

区　政

　第1回南区自治協議会は新型コロナウイルス感染拡大防止のため、書面による
開催となりました。
　「南区まちづくり活動サポート事業の審査員について」などの議題がありました。
　詳しい会議内容は、区ホームページに掲載するほか、地域生活センターなど区
内の公共施設で閲覧できます。
【次回の自治協議会】 　５月２７日（水）午後２時から　　南区役所

傍聴　定員10人　　地域総務課　☎372－6605

第1回　南区自治協議会（概要）

部位別がん死亡数 (人)

男性 女性
肺がん
胃がん
大腸がん
すい臓がん
肝臓がん

52,401
28,843
27,098
17,938
17,032

１位
２位
３位
４位
５位

大腸がん
肺がん
すい臓がん
胃がん
乳がん

23,560
21,927
17,452
15,349
14,653

(2018年　出典：国立がん研究センター)

月に6回開かれることから六斎市と名付けられ、元禄時代から市立てがあった
ともいわれる白根をはじめ、新飯田、庄瀬、月潟の４カ所で開設しています。
以前は、舟によって商品を運搬していたため、いずれの市も川の近くに開設さ

れ、農村社会の暮らしに欠かせない物の売り買いや人々の交流の場として盛ん
でした。
現在は、当時ほどの賑やかさはないものの、青果をはじめ海産物などの食料品

や切り花など生活に必要なものがそろっています。店主とのやり取りを楽しみな
がら買い物ができるという魅力もあります。
産業振興課　☎372-6507

六斎市
懐かしい風景が残る市に出掛けませんか

●お客さんと世間話できるのが楽しみ。
●常連客がいるので、なるべく休まず出店している。
●付き合いが長くなるとお客さんの好みが分かってくる。

　４と９の付く日（午前8時頃～正午頃）
　白根地内

　５と１０の付く日（午前8時頃～正午頃）
　新飯田横町地内

　１と６の付く日（午前8時頃～正午頃）
　庄瀬上町、下町地内

　２と７の付く日（午前8時頃～正午頃）
　月潟商店街

白根市場

庄瀬市場

新飯田市場

月潟市場

詳しくはこちら

※各市場とも天候などにより開設時間が変更になる場合があります

利用者
の声

店主
の声

登録の対象となる人
○高齢者（75歳以上）のみの世帯の人
○要介護認定3以上の人
○身体障害者手帳1・2級、療育手帳Ａを持っている人
○自ら避難することが困難で、避難の支援を希望する人

南区役所だより　 令和2年5月17日No.315●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



　犬の散歩をするときは、リードを離さ
ず、ふんは持ち帰りましょう。
　猫はけがや病気から守るため、室内飼
育をお勧めします。敷地侵入やふん尿に
よるご近所への迷惑を防ぐこともできま
す。
※新型コロナウイルス感染拡大防止のた
め、区内を集合会場とした狂犬病予防接
種は中止します。（動物病院では通年で予
防接種を実施しています。必ず受けましょ
う）
　区民生活課　☎372-6145

　6月10・24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　
　各日6人※1人30分
　5月19日(火)以降に電話で区民生活
課　☎372-6105

●自動車税の納期限は６月１日 (月 )です
　納期限までに忘れずに納付しましょう。
金融機関やコンビニエンスストアのほか、
地域振興局県税部窓口で納付できます。
　同部　☎273-3116
●幼稚園さよならの会
　５月２３日(土)
　創立５１年の園舎が新しく生まれ変わり
ます。古い園舎にお別れをするため、園を
解放します。小学生は午前9時半～11時、
中学生以上は午前11時半～午後1時の
間に見学できます。
　当日直接会場へ
　白根カトリック幼稚園　☎372-1843
●新飯田まつり大名行列　中止
　6月13日(土)開催予定の大名行列は新
型コロナウイルス感染拡大防止のため、
中止します。
　新飯田地域生活センター
　☎374-2001

《広告欄》

白高生　探究の時間② アグリパーク　子ヤギ５匹誕生
４月１３日に白根高校１年生が第２回目の総合的な探究の時間の
授業に取り組みました。今回のテーマは「地域で発信している人の
話を聞く」です。県内で活躍しているCode for Niigataの河野さ
ん・目黒さん、新潟今昔写真の富山さん、新潟日報記者の渡邉さん
から話を聞きました。
富山さんは「昔と今の写真を比較することで町の歴史を知り、未

来をどのようにつくっていくかを考えることができる。ないものねだり
するのではなく、あるものをどう楽しむかという視点に立つと、まちが
本来持っている魅力を発掘、発信できる」と話しました。生徒は熱心
に聞き入り、「南区で一番好きな場所は」など数々の質問をしていま
した。

市アグリパークで子ヤギが誕生しました。４月７日に
母ヤギ「なずな」から「ぴょんきち」と「ぴょんこ」の２匹
が、９日に母ヤギ「いちご」から「あさひ」、「まひる」、
「ゆう」の３匹が誕生しました。「ゆう」は３匹の中で一
番小さく生まれたため、母ヤギの２つしかないお乳を吸
うことができず、人工乳で育てられました。出生時1.5ｋｇ
だった体重が４月中旬には2.2ｋｇまで増え、元気にきょ
うだいたちと走り回っていました。
ヤギの様子はアグリパークのインスタグラムで随時
紹介しています。

まちまちののの話題

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。

生　活
人とペットが共に
暮らしやすい南区に
人とペットが共に
暮らしやすい南区に

相　談
６月の弁護士無料相談６月の弁護士無料相談

　掲載を希望する場合は、6月21日号は5
月27日（水）まで、7月5日号は6月10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

課　☎ 05☎372-61

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

　新型コロナウイルス感染拡大で献血協
力者が減り、血液が不足しています。献血
による輸血用血液は、必要としている人の
命を助けるかけがえのないものです。ご協
力をお願いします。
　６月７日(日)午前１０時～１１時４５分、
　午後１時～４時　
　イオン白根店
持ち物　献血カードまたは献血手帳 
※初めての人は運転免許証など本人確
認ができるもの　
協力団体　白根ライオ
ンズクラブ
　健康福祉課　
　☎372-6375

なずな親子 いちご親子

募　集

　プール監視補助業務（施設の管理及び事務補助含む）
　5月20日(水)から希望勤務地に電話連絡の上、履歴書（写真貼付）持参

プール監視スタッフを募集
健康・医療

献血のお知らせ

勤務地 白根総合公園屋内プール
☎378-4435

味方B&G海洋センタープール
☎３７８－４５２８（味方体育館）

募集人員 5人程度 10人程度
応募資格 18歳以上（高校生を除く）で25ｍ泳げる人

期　間 6/20（土）～9/27(日)
※6/20～7/19、9月については
　土・日曜、祝日の勤務のみ

※火曜が祝日の場合翌平日

※6/27～7/22、8/27～9/6の
　平日は17：30～21：30のみ

※月曜が祝日の場合翌平日

6/27(土)～9/6(日)

定休日 火曜 月曜

勤務時間

※土・日曜及
び祝日を含む

9：45～18：30
※相談可

8：30～12：30
12：30～17：30
17：30～21：30

※上記時間帯のいずれか1つ
　もしくは連続した2つ

賃　金 時給886円(交通費込)

区内飲食店のテイクアウト＆
デリバリー情報発信！！

外出自粛の取り組みにより、多くの飲食店の売り
上げが大幅に減少しています。お家でお店の本格料
理を堪能しながら地域の飲食店を応援しませんか。

情報を発信中
～自炊が大変、家で過ごす時間を充実させたい人にお勧め～

区内のテイクアウト・デリバリー対応店
舗の情報を区観光協会のホームページ
やＳＮＳで発信しています。

詳しくはこちら

メール

掲載店を募集中
テイクアウトやデリバリーに対応できる区内の飲食店を
募集しています。掲載希望店は電話またはＦＡＸ、メール
（右の二次元コード）のいずれかで産業振興課へ。

フルサトイーツの取り組み
フルサト代行が、白根地区の飲食店を応援したいという思い
から、各店のテイクアウト商品などをデリバリーする「フルサト
イーツ」というサービスを4月から始めました。代表の内山さん
は「新型コロナウイルス感染拡大の影響で、外出しづらい状況
ですが、飲食店のメニューを皆さんに届けることで、お店を応援
したいと思っています。テイクアウトだけでなく、スーパーなどで
の買い出しにも対応しますので、高齢で買い物や外食が大変と
感じている人も、ぜひ利用してほしいです」と話しました。
フルサト代行　☎090-5751-8860

遠出ができないからこそ、地元のお店や
サービスを活用するなど、今自分ができること
でお互いに助け合いましょう。
同課　☎372-6505　ＦＡＸ371-0200

配達料は注文するお店の数と
ご自宅までの距離で異なります。

詳しくは問い合わせてください。

6キロまで・・・
　1店舗につき500円
6キロ以上・・・
　1店舗につき1,000円 です。
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