
角兵衛獅子
歴史をひもとき未来へつなぐ

月潟を本拠とし、獅子頭をかぶり、裁着袴をはいた子どもた
ちが笛と太鼓に合わせ舞い踊り、逆立ちなどの技を見せる角兵
衛獅子。「越後獅子」ともいわれ、江戸時代には全国各地を旅し
て回り、大道芸として人気を博しました。
問い合わせ 月潟出張所　☎372-6905

角兵衛獅子はどのようにして始まった？

復活への道のり

現在の角兵衛獅子と少子化の波

　角兵衛獅子の由来は、大きく２つの説があります。
①水害対策説　農民だった角兵衛が、水害で疲弊する村に新たな収入源をもたら
そうと、踊りを考案して子どもたちと巡業したというもの。 
②親のあだ討ち説　常陸（現・茨城県）から月潟村に移り住んだ角兵衛が何者かに
殺され、その時に犯人の足をかみ切った。足の指のない犯人を探し出すため、全
国を回ったというもの。

学校制度が始まり衰退
明治時代になると義務教育制度が始まり、子どもの労働が禁止されました。そう

いった時代の流れに伴い、子どもたちが獅子舞をする姿は全く見られなくなりました。

江戸時代に大ヒット

主な衣装を紹介

逆立ちやブリッジ、宙返りなどのアクロ
バティックな200種類を超えた多彩な技
で江戸時代の半ばに全国各地で評判に
なりました。技の中に「名古屋城の金の
しゃちほこの形」「大井川の川越しの形」
「神田明神の山車(だし)太鼓にニワトリ
の形」など全国の風物を取り入れたの
も、人気を集めた理由でした。江戸時代
後期には、約２００人の子どもが獅子舞を
していたといわれています。

毎年６月２４日には角兵衛地蔵尊祭りがあり、各地で旅をしている一行も必ず帰
郷し、獅子舞を奉納しました。大勢の人が見物に訪れ大変にぎやかだったといわれ
ています。

伝統ある郷土芸能が滅んでしまったことを惜
しむ人々が角兵衛獅子保存会を立ち上げ、昭
和11年に復活公演を行いました。この時演じ
たのは、以前とは違い料亭の芸妓たちでした。
昭和34年に月潟小学校の児童13人が稽
古に参加。経験者の記憶や伝承、資料などに
より演目を再構築して、新しい角兵衛獅子がス
タートしました。

平成25年に保存会の活動が認められ、市無形民俗文化財に指定されました。平成
27年には、太鼓と笛のはやし方も復活し演奏者として大人も参加するようになりました。
現在では毎週土曜の夜に2時間、型や技などを練習しています。勉学や部活動など

にも励みながら、小学生から高校生になるまで数年間にわたって活動しています。
しかし、近年の少子化に伴い、舞い手の数が減ってきています。将来にわたり保存
会を継続していくためにどのようにしたらよいか検討が始まっています。

獅子頭に付いている赤い布
のことで、獅子の動きをダイ
ナミックに表現するために使
います。

膝から下を細く仕立てたは
かま。動きやすいため、江
戸中期から武士が旅行や
訓練などに用いていました。

雄獅子と雌獅子があります。福島県二本松市で作製され、
ニワトリの羽などの装飾は保存会で付けています。
全て手作りのオリジナル品なので、子どもたちの頭や体
の大きさに合うものを選んでいます。

現役の皆さんにインタビュー

Ｑ１ 練習を始めたのは何歳？
舞台に立てたのはいつ頃？

　角兵衛獅子の技は、習得するまでに大変時間がかかり、すぐ
に舞台に立てるものではありません。ブリッジから自力で起き
上がるには2～3年かかるともいわれています。
　来年の舞台を目指し練習に励んでいる櫻井優羽さん（高1）
と北凱晟さん(中１)に話を聞きました。

櫻井さん　小学3年から始めて披露するように
なったのは5年です。
北さん　姉と兄が先に始めていたので、小さい頃
から練習に来ていました。舞台で披露するように
なったのは、小学5年からです。

Ｑ４ 新型コロナウイルスの影響で練習が
休みになった期間、どうしていた？

櫻井さん　体が硬くならないよう柔軟体操をしていました。
北さん　ストレッチやブリッジの練習をしていました。

Ｑ５ 市の無形民俗文化財である角兵衛
獅子を演じることについてどう思う？

櫻井さん　大勢の人に見てもらい、喜んでもらえ
たらうれしいです。
北さん　失敗しないように気を付けています。技が決
まるたびに大きな拍手をもらえることがうれしいです。

Ｑ６ 今後の角兵衛獅子は
どうあってほしい？

櫻井さん　自分たちがやってきたと同じように、こ
れからも伝統をつないでいってほしいです。
北さん　もっとたくさんの子が参加して盛り上げ
てほしいです。

Ｑ2 技をするのは怖くなかった？
櫻井さん　最初の頃は怖かったです。
北さん　最初はしっかりと支えてもらっていたの
で、あまり怖くはなかったです。

Ｑ3 難しいと思う技は？
櫻井さん　人馬と唐子人形お馬
乗りの２つです。
北さん　大きい水車がまだ習得
できていません。もっと練習した
いです。

左：櫻井さん　左から3番目：北さん

人馬唐子人形お馬乗り 水車(大)

今年は新型コロナウイルスの影響
で舞台が全て中止となりました。
皆さんの前で披露できる日のため
に体がなまらないよう、毎週集合練
習を続けています！！

し し が し ら たっつけばかま

獅子頭（ししがしら）

幕（まく）

卍マークは角兵衛地蔵の印。子
どもたちを守ってもらうよう願
をかけています。また、曲芸中胸
元が乱れない役割もあります。

胸当（むなあて）

裁着袴（たっつけばかま）

雄獅子 雌獅子

さくらい　ゆ　う

きたかいせい
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《広告欄》

問

カレンダーカレンダーカレンダー
健 康健 康健 康

開催時間　①９：３０②９：５０③１０：１０④
１０：３０⑤１０：５０
　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、バスタオル
　８月１９日（水）から各相談日前日まで
に健康福祉課（先着順）　☎372-6375
■味方健康センター
８月２７日・９月２４日（木） 定員 各時間2人
■白根健康福祉センター
　９月１０日（木） 定員 各時間4人
■月潟健康センター
　９月１８日(金)  定員 各時間2人

■白根健康福祉センター
　9月29日（火）
　4歳未満児 先着20人
●フッ化物塗布
受け付け　午後1時半～2時半（20分区
切り）　　歯科健診、フッ化物塗布
持ち物　母子健康手帳　　1,020円
　8月19日（水）～9月27日（日）まで市
役所コールセンター
☎243-4894
●かむかむスマイル食育講座（フッ化物
塗布会場で同時開催）
受け付け　午後1時半～2時半
　栄養士による幼児期の食事・おやつの
ミニ講座　　当日直接会場へ

対象の人には個別に案内を送ります。
記載された時間にお越しください。
１歳誕生歯科健診　９月３日（木）
※健診後に「ブックスタート（絵本のプレ
ゼント）」を実施
１歳６カ月児健診　９月９日（水）
３歳児健診　９月１１日（金）

■南区役所
　９月１５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
　９月１０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１０人
　離乳食の進め方（講話は１時間程度）
持ち物　母子健康手帳、バスタオル
　８月１９日（水）～９月８日（火）市役所
コールセンター　☎243-4894

■白根健康福祉センター
　９月１７日（木） 
受け付け 午前９時４０分～１０時
　１歳６カ月前後の子どもの保育者 先
着１０人
　幼児期の食生活について（講話は１
時間程度）　
持ち物　母子健康手帳
　８月１９日（水）～９月１６日（水）健康福
祉課　☎372-6385　

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）

ぱくぱく離乳食（予約制）ぱくぱく離乳食（予約制）
今年の夏は大人も子どもも「大作戦」に参加しませんか子どもも「大作戦」

健康応援通信⑤

8月・9月の

１歳誕生歯科健診・
１歳６カ月児健診・
３歳児健診

１歳誕生歯科健診・
１歳６カ月児健診・
３歳児健診

育児相談会（予約制）育児相談会（予約制）

フッ化物塗布（予約制）・
かむかむスマイル食育講座（予約不要）
フッ化物塗布（予約制）・
かむかむスマイル食育講座（予約不要）

健康・医療 乳がん検診
マンモグラフィ検査

　職場などで受診機会のない40歳以上（施設検診は40～69歳）で偶数年齢の
女性（令和3年3月31日現在）。ただし、奇数年齢であっても昨年度受診していな
い人は受診可。
持ち物　受診券、健康保険証、自己負担金

健康・医療 骨粗しょう症予防相談会（予約制）
骨密度測定と健康相談

9月30日（水） ①9:45 ②10:15 ③10:45 ④11:15 ⑤13:15 ⑥13:45
18歳以上。各時間 先着5人※骨粗しょう症で治療中の人は不可
8月28日（金）から市役所コールセンター　☎243-4894
健康福祉課　☎372-6385

南区の健康課題解決と健康意識のさらなる向上を
推進するため「はかろう体重！あるこう南区！大作戦」を
今年度も実施中です。
①今年は新型コロナウイルス感染症拡大に伴う生活の
変化や活動不足により、健康レベルの低下が心配され
ています。自粛生活で体重が増加し、血液中の脂質・肝
機能の数値が高くなるといったことが4・5月の健康診
断結果に出ています。
②暑くなると「食欲の低下→ジュースやビールなどを過剰摂取→食事量の減少
→夏バテ（栄養不足）→活動量の減少→筋力低下→食欲の低下」という悪循
環に陥りやすくなります。

①②のような状態を予防・改善するために、個人でも家族でも
取り組める「大作戦」に参加しましょう。子ども用（小学生向け）記
録表も作成しました。（ＨＰから印刷可）

南区  はかろう体重 検索 健康福祉課　☎372-6385

○集団検診　検診車による検査
　8月28日（金）から市役所コールセンター　☎２４３－４８９４

○施設検診
委託医療機関に予約。委託医療機関は受診券に同封の「検診いっ得？」に掲載

定　員

先着
100人

検診日

9月30日（水）

会　場

白根健康
福祉センター

自己負担金
年　齢
自己負担金

40歳
無　料

41～69歳
1,000円

70歳以上
無　料

その他 新潟市国民健康保険加入者は半額
市民税非課税世帯の人は無料（「無料券」が必要。検診日の2週間前までに申請）

　健康福祉課　☎372-6385

お
願
い

○検診当日は自宅で体温を測り、マスクを着用し来場してください。
○感染予防対策のため、バスタオルを持参してください。
　持参しない場合は、使い捨ての検査着（200円）の利用となります。

検診受付時間
午前9：30～11：30、午後1：30～3：30
30分ごとに予約受付。希望時間を
伝えてください。

図書館

　８月２２日（土）

　白根学習館　
　絵本の読み語りやストーリーテリングの
おはなし会。プレゼントあり　
　当日直接会場へ　
　白根図書館 ☎372-5510

白根図書館　
夏のスペシャル
おはなし会

回
１
２
３
４

時間
10:30～11:00
11:00～11:30
14:00～14:30
14:30～15:00

対象
乳幼児
幼児から
乳幼児
幼児から

詳しくはこちら

人口１万人あたりの件数　単位：件
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南消防署管内は
加入・駆け付け通報が多い！

消防署からのお知らせ 火災・救急の時は、その場からすぐに119番通報
１１９番通報が、より迅速・確実に消防車・救急車を呼ぶ手段です。

◆加入通報　緊急時に119番ではなく、最寄りの消防署へ直接電話すること。
◆駆け付け通報　自家用車などで消防署へ駆け付けて消防車や救急車の出動を要請すること。

◆南区の加入・駆け付け通報の状況は？ ◆どうして119番通報の方がいいの？

◆119番通報リーフレットと掲示用短冊を配布します！
〇火災・救急の際に迷わず119番通報してもらえるよう、リーフ
レットと短冊を作製。南区の全世帯へ配布します。

〇119番通報は、通報の途中であなたから一番近い消防車や
救急車を出動させることができます。
〇加入通報は、通報を聞いた後で消防署から指令管制センター
へ連絡するため、出動までに時間がかかる場合があります。
〇駆け付け通報は、消防車や救急車が出動中の場合があります。

　消防局指令課　☎288-3270

みんなで参加し、健康と達成賞をぜひ手に入れてください。

南区役所だより　 令和2年8月16日No.321●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



　8月19日(水)午後1時半～3時半
　医療法人敬成会 白根緑ケ丘病院
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のでき
るもの　　健康福祉課　☎372-6375

　9月9・23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
知など法律についての相談
　先着6人※1人30分
　8月18日(火)以降に区民生活課
☎372-6105

《広告欄》

お知 せら
健康・福祉
献血のお知らせ献血のお知らせ

●ハラスメント防止を考える
　パワーハラスメントを理解するために
　9月2日（水）午後1時半~3時
　県女性センター（ユニゾンプラザ2階）
　裁判事例などを聞きながらパワハラと
は何か、それを防ぐために何が大切かな
どを学ぶ
※保育あり
　先着20人
　右の二次元コードから
　（公財）県女性財団　
　☎285-6610

相　談
弁護士の無料法律相談弁護士の無料法律相談

区　政

　７月２９日に第４回南区自治協議会が開催されました。
　「新潟市都市計画マスタープランの改定について」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】 　8月２6日（水）午後1時半から　　南区役所

傍聴　定員10人　　地域総務課　☎372－6605

　8月30日（日）までに下記必要事項を①窓口②電話③ホームペー
ジ専用申込フォーム（右の二次元コード）のいずれかで
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）③受講者氏名（ふりがな）④年齢⑤電話番号
※定員や参加費など詳細は問い合わせてください

第４回　南区自治協議会（概要）

募　集

応募テーマ 思わず投稿したくなる「美しい・楽しい・美味しい」南区の魅力
応募締切 12月31日（木）
募集内容 南区の魅力を伝える風景・文化・農林水産・
 食についての写真
参加方法 （１）インスタグラムの公式アプリをインストール
 （２）南区観光協会インスタグラムアカウント
 　 「＠minamikukankou」をフォロー
 （３）下記①②を記載しインスタグラムへ投稿
 ①「＃みなみーて２０２０」、「＃新潟市南区」
 　の２つのハッシュタグ
 ②被写体のタイトルや思い出などのストーリー
◯上位入賞者には賞金ほか、区内の豪華特産品を進呈
◯応募にあたり、右の二次元コードから募集要項を確認してください
　産業振興課　☎372-6505

みなみーてInstagramフォトコン2020
南区の魅力を伝える写真を募集

募　集

　今年は白根大凧合戦が中止となったため、「今
昔物語」をテーマにカレンダーを作製しました。
価格 1部600円（50部から受け付け）
規格 表紙を含む7枚綴り　

展開サイズ 縦562×横388㎜
 名入れ部分　縦32×横388㎜　
 ※ひもではなく穴で止めるなど仕様が新しくなりました
　8月31日(月)までに電話(372-6505)またはＦＡＸ(371-0200)で
　白根凧合戦協会事務局（産業振興課内）

名入れ広告入り白根大凧合戦カレンダー
テーマは「今昔物語」

投票受付中！　

白根キュウリ ブランド名決定戦

区　政

　施設園芸農家が安定して経営を継続していくために、高効率な省エネ設備の
導入を支援し、強靭な経営構造への転換を推進します。
支援内容
対象事業費　30万円以上　　補助費　1/2以内　　上限補助費　180万円
対象事業　現に設定されている施設園芸用暖房機を省エネルギー効果が高く、
費用対効果が優れていると認められる設備に代替する事業
対象者　個人、団体（1年以上活動実績があり3戸以上の農家が組織する団体）、
集落営農組織、法人（農地所有適格法人に限る）
事業要望・受け付け　8月31日(月)まで　　産業振興課　☎372-6525

新型コロナウイルス感染症対策・補正事業

元気な農業応援事業　
施設園芸省エネルギー対策推進事業　要望受付中

スポーツ 秋期スポーツ教室
参加者募集

味方体育館　☎378-4528

　下記必要事項を①窓口②電話③メール（右の二次元コード）のい
ずれかで（先着順）
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）③受講者氏名（ふりがな）④電話番号
※定員や参加費など詳細は問い合わせてください

白根総合公園屋内プール　☎378-4435

朝

昼

教室名

夜

教室名
ピラティス
ルーシーダットン
（タイ式ヨガ）
フラダンス

期間
9/15～12/1

9/16～11/18

9/17～11/19

曜日
火

水

木

時間
19:30～20:30

19:30～20:30

19:30～20:30夜

卓球初心者・中級者
いきいき健康
やさしい健康
バレトン

期間
9/17～12/3
9/14～11/30
9/16～11/18
9/14～11/30

曜日
木
月
水
月

時間
10:00～12:00
13:30～14:30
13:30～14:30
19:30～20:30

教室名
み
ん
な
の

水
泳（
月
）

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
しっかり平泳ぎバタフライコース

らくらくアクアフィットネス
アクアエクササイズ（夜）
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

期間

9/14～11/30

9/14～11/30
9/14～11/30
9/24～11/26
9/25～10/23
9/25～11/27

回数

10回

10回
10回
10回
5回
10回

曜日

月

月
月
木
金
金

時間

10:30～11:30

14:30～15:15
19:30～20:15
14:30～15:30
14:30～15:20
19:45～20:45

定員

各コース
15人

20人
20人
15人
20人
15人

詳しくはこちら

妊娠・出産を安心して迎え、ゆとりある子育てを

白根健康福祉センター
令和2年12月～令和3年3月に第1子出産予定の人とその家族 先着9組 
持ち物 母子健康手帳　　8月19日(水)から健康福祉課　☎372-6375

回

１

２

３

日にち

９月１５日(火)

１０月２１日(水)

１１月１７日(火)

時間(受付時間)

午後1時半～3時半
(午後1時15分から)

午後6時半～8時半
(午後6時15分から)

内容
妊娠経過と注意点、妊婦体操
お母さんと赤ちゃんの歯について
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、沐浴実習

申込フォーム

メール

6月に行ったキュウリのブランド名の募集に104件の応募がありました。一次審
査の結果、下記の9点を最終候補として選びました。最終投票を行いますので白
根キュウリにふさわしい名前をぜひ選んでください！

最終候補名（9点）
①白根美人　②白根子むすめ　
③白根サンキュウ　④しろね・きゅうり王子
⑤白根子グリーン　⑥きゅうり婦人　
⑦しろキュウ　⑧しろね青春きゅうり　
⑨白根キュ～ト

投票期間：８月３１日（月）まで
投票方法：下の二次元コードから
　ＪＡ新潟みらい
　しろね北グリーン
　センター
　☎362-1362

抽選で10人に
白根の農産物セットを

プレゼント！！

　掲載を希望する場合は、9月20日号は8
月26日（水）まで、10月4日号は9月7日
（月）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

に第1子出産予定の人とそに第1子
水)9日(水水)9日(水
出産予定の人とそ
から健康か

先着9組
2-6375

その家族 
☎372

定の人とそ
康福祉課

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

申し込み

©まるご

第3回「わたしの見つけた南区」
フォトコンテスト部門賞
「あかねのしろね」
大溪 和身さん

安産教室（全3回）
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