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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　https：//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8月末現在、カッコ内は前月比）：44,281人（－31）　男：21,513人（－6）　女：22,768人（－25）　世帯数 16,315世帯（＋23）（住民基本台帳による）

令和2年10月4日

「かきのもと」の歴史

昨年度の水防災安全マップの
提案発表（味方小）

　秋の訪れを告げる食材の一つ「かきのもと」がおいしい季節を迎え
ています。
　JA新潟みらい かきのもと部会員は30人。県内生産量の約8割を白
根地区で生産しています。
　自然環境の下では10月下旬から開花が始まりますが、白根地区の
露地栽培では10月初旬から11月半ばまでが生産のピークです。生産
者の多くはシェード栽培（人工的に昼を短く、夜を長くするため、日光
を遮るシェードで覆う栽培方法）により、収穫時期を1～２カ月早めて
出荷しています。

　「風と大地のめぐみ」につながりのある13のスポットを巡ります。各スポットに設
置されている二次元コードをスマートフォンで読み取ることで「凧っこ13人衆」の
“デジタルスタンプ”をゲットすることができます。

最近は農産物も通年販売さ
れていて、旬の季節が分からな
くなっていますが、皆さんに「か
きのもと」を食べて、秋が来たこ
とを感じてもらいたいです。ま
た、花を食べるという食文化を
伝統として子どもたちにも守っ
ていってほしいと思います。
かきのもとは色や香り、食感

が強い食材です。おひたし、天ぷら、しゃぶしゃぶなどさまざまな料理
に試してみてください。

　新潟市では「地域とともに歩む
学校づくり」を推進しています。そ
の取り組みの一環として、特色あ
る教育活動を「地域と学校ウェル
カム参観日」として公開していま
す。今年度、南区では下の2校を対
象に開催します。
　来校の際は自宅での検温やマス
クの着用をお願いします。また感
染拡大の状況によっては、内容の変更や中止もあります。
参観の際は各学校または南区教育支援センターへ確認を
してください。

問い合わせ　産業振興課　☎372-6525

問い合わせ　風と大地のめぐみ実行委員会（産業振興課内）　☎372-6505

秋の味覚 かきのもと

ＪＡ新潟みらい かきのもと部会長  伊勢亀 裕二さん

挿し穂により、より品質の良い花をつくる
　多年草のかきのもとは、植えてある株から毎年花が咲きます
が、より形が良く色鮮やかな花を咲かすために「挿し穂」を行って
います。

　　　　    しゅ  し　　てきしん　　   　　　  め
・春に主枝を摘心し、わき芽を出す
・わき芽が5～6cm（4・5葉目）のところで摘む 
・摘んだわき芽を1～2時間水に入れた後水揚げをする
・土に植え、30日程度育てる
・６月頃、畑に定植する

作り方
①米は研いで通常の水加減にし、昆布を入れて30分水に浸し、
　塩と酒を加えてひと混ぜし、炊く
②かきのもとは酢を入れた湯でさっとゆでる
③ご飯が炊き上がったら、かきのもとをほぐしながら混ぜる

しろね大凧と歴史の館 　旧笹川家住宅（笹川邸）
月潟郷土物産資料室 　アグリパーク
白根グレープガーデン 　白根大郷梨中村観光果樹園
白根観光きのこ園 　フルーツ童夢やまだ農園
池田観光果樹園 　マミヤ園
白根桃太郎直売所 　駄菓子屋まるご  
ファーマーズ・マーケット いっぺこ～と

下記または各スポットにある
二次元コードからスタンプラ
リーページにアクセス

スタンプを2つゲットした人にはインベーダー凧をプレゼント（しろね大
凧と歴史の館で引き換え。先着500人限り）

わき芽を育苗中

かきのもとごはん
材料（4人分）
米 ・・・・・・・・・・・・・ ２合
昆布 ・・・・・・・・ ５cm角
塩 ・・・・・・・・ 小さじ2/3
酒 ・・・・・・・・・ 大さじ１
かきのもと ・・・・ 100ｇ

エネルギー 273kcal
タンパク質 4.6g
脂質 0.7g
塩分相当量 0.9g

かきのもと
を

使った簡単

レシピの紹
介

デジタルスタンプラリー
南区「風と大地のめぐみ」巡り

11月3日（火・祝）まで

特典
その１

スタンプを3つゲットした人には抽選で南区産の農産物や特産品などの
豪華景品をプレゼント！（スタンプラリーページ内の応募フォームから）

特典
その2

対象スポット参加方法

詳しくはこちら

アプリのインス
トール不要で、す
ぐ始められます

試作品づくりの様子（白根北中）

味方小学校  ☎373-3273
１１月27日（金）
８：2０～11：５5

『あしたばオープンシアター』
で体育館が映画館に変わりま
す。全学年がそれぞれ作成し
た発表VTRを上映します。子
どもの発想を生かした楽しい
上映会です。

白根北中学校  ☎362-1150
１１月13日（金）
14：4０～15：30

仮想株式会社『北の塔』の起
業体験学習がスタートして10
年を迎えます。『北の塔』の新
たな活動の可能性を探り、来
年度以降に向けての提言を
行います。

学
校

日
時

活
動
内
容

ウェルカム参観日

「挿し穂」
の方法

地域と学校パートナーシップ事業

問い合わせ　南区教育支援センター　☎372-6635

さ　　  ほ
主枝を摘心し、その
脇から伸びてくるわ
き芽を伸ばす

開催中

　中国から8世紀後半ごろに伝来し、当
初は薬用として用いられていました。そ
の後、観賞用となり、室町時代から食用
になったといわれています。
　白根地区の「かきのもと」は、特にうま
みと香りが強く、花びらが筒状でシャキ
シャキとした食感と鮮やかな紫色が特
徴で長年かけて選び育てられた逸品で
す。

©まるご



催　し クリスマスパーティーinサルナート
　

《広告欄》

相談方法

相談内容
○生活　○健康や医療　○お金の管理
○保育や教育　○働くこと
○成年後見制度などの権利擁護

○来所　○電話、ＦＡＸ、メールなど

図書館 本に親しみ、
読書の時間を楽しもう

　相談支援専門員などが、障がいがある人の暮らしについて、さまざまな相談に応じ
ます。身体・知的・精神・難病など障がいの種別や年齢、手帳の有無は問いません。

　秋葉区役所2階（秋葉区程島2009）
相談日時：月～金曜　午前8時半～午後5時半
☎0250-25-5661　FAX 0250-47-7106
メール　右の二次元コード

障がい者基幹相談支援センター秋葉　担当エリア：南・江南・秋葉区

あなたの暮らしをサポートします！
障がい者基幹相談支援センター秋葉

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） ☎373̶6770
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） ☎362̶1750
地域包括支援センターあじかた（担当：月潟・味方中学校区） ☎372̶5121

こんにちは！高齢者の総合相談窓口

●で ●す 今月のお知らせ

　10月 24日（土）　午後１時半～ 3 時
　白根健康福祉センター　　３００円（茶菓代）
　当日直接会場へ

認知症カフェ ～より道カフェかけ橋～

新型コロナウイルスに便乗した「なりすまし」「特殊詐欺」にご注意を！ 

日12月6日（日）午後2時～5時
（女性は当日午後1時半から事前説明会あり）

○男性参加者事前説明会
　11月15日（日）午後5時～6時半　　白根学習館

　サルナート（戸頭1347-1）
　クリスマスツリーのオーナメント作り、ケーキタイムなど
　概ね30～49歳の独身男女 各20人（応募多数の場合は抽選）
　2,000円　持ち物　運転免許証など本人確認書類
　11月5日（木）正午までに㈱トアイリンクス「ムルーブ」事務局　☎290-7606
地域総務課　☎372-6605

白根南児童館　☎201-6021
●つくってあそぼうウイーク
ハロウィン飾りを作ろう
　10月10日（土）～16日（金）
　手形でコウモリの飾りを作る
　当日直接会場へ

白根図書館
☎372-5510
●読書会
　10月18日（日）午後2時から
　白根学習館　　テーマ「さよならを
いえるまで」 マーガレット・ワイルド/文 
フレヤ・ブラックウッド/絵 石崎洋司/訳 
岩崎書店　　当日直接会場へ
●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

児童館・児童センター
10月のイベント

味方児童館　☎201-8346
●お誕生日会／保健師さんのおはなし
　10月21日（水）午前10時半から
　10月生まれのお友だちの誕生会と保
健師の「乳幼児の生活習慣について」
の話　　乳幼児とその保護者
　当日直接会場へ

白根児童センター　☎372-0530
●ハロウィンウイーク
　10月25日（日）～31日（土）
　センター内にあるハロウィンクイズに
挑戦
申当日直接会場へ

白根北児童館　☎379-1260
●ハロウィン週間
　10月17日（土）～31日（土）
　ミッションをクリアして景品をゲットし
よう！
　当日直接会場へ

月潟図書館
☎375-3001
●おはなしのじかん
　10月8･22（木）午前11時～同30分
　同館　　乳幼児向け
　当日直接会場へ
●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（絵本の読み語り）
　毎週土曜　午前10時半～11時
　同館

　区バスの利用者が年々減少している中、
今年は新型コロナウイルスの影響でさらに
減少しています。
　運行継続には、年間で約4万4千人の利用
が必要です。区民の皆さんが年１回利用すれ
ば路線を維持できます。区バス存続のため
に積極的な利用をお願いします。
地域総務課　☎372‐6605

区バス 利用者数が激減

《年間利用者数》 単位：人
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健康・福祉

※認知症の人やそのご家族、地域の人などどなた
でも参加できます。介護の専門職が参加していま
すので、気軽に相談ができます。コーヒーやお茶を
飲んだり、おしゃべりしたり、楽しく過ごしませんか

○事例１　「ウイルスが水道水に混ざっています」という不審な電話
　「ウイルスが水道水に混ざっている可能性がある。ろ過する必要があるの
　で今から調査に行く。自宅の場所を教えてほしい」との電話があり、話し方
　がとても威圧的で怖かった。
○事例２　「ウイルスを除去します」という不審な電話
　水道局をかたり「水道管にウイルスが付いているの
　で除去する」と電話があった。
➡アドバイス
　新型コロナウイルスの感染拡大への不安につけ込
　む悪質な事例が全国の消費生活センターに寄せら
　れています。
　水道水は、国が定める水道水質基準に従い、安全な水が供給されています。
➡不審に思ったり、不安になった場合やトラブルにあった場合は…
　消費生活センターや警察、地域包括支援センターに相談してください！

実際にあった事例（独立行政法人国民生活センター報道発表資料より）を紹介します。

　クリスマスの雰囲気を味わいながら楽しい時間を過ご
し、素敵な出会いを見つけませんか。

《視聴方法》　インターネットで「月潟大道芸フェスティバル」と検索
「月潟大道芸フェスティバル公式ホームページ」内の特設ページをご覧ください。
問月潟商工会　☎375-2405

　今年は生で大道芸のパフォーマンスをご覧いただくことができませんでした
が、インターネットの画面を通じて、月潟の魅力を配信しています。

月潟の魅力・大道芸の醍醐味を伝える動画を配信中！

動画内容　
①月潟地域の郷土芸能「角兵衛獅子」をはじめ
　名所（旧月潟駅、美空ひばり歌碑、類産ナシ、
　月潟劇場、月潟鎌）や月潟商店街のお店を
　ナビゲーターが案内
②月潟大道芸フェスティバルに出演した
　パフォーマー８組の動画
　※約10分の動画を８本配信中

区自治協提案事業 昨年度は4組
カップル誕生！

南区役所だより　 令和2年10月4日No.324●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



コンセントの周りは清掃を行い、ほこりをためない。
コードは家具で踏まない、束ねない、巻かない、たこ足配線にしない。
南消防署市民安全課　☎372-0119

▶コンセント・コード

▶低圧進相コンデンサー（農舎などの分電盤に設置されています）

電気火災にご注意を！！
　南区内で電気火災が多発しています！

昭和５０年（１９７５年）以前製造のコンデンサーは保安装置がありません。
経年劣化による火災を予防するために、早急に取り換えましょう。

ＦＭにいつで南区のコーナーが10/7（水）から始まります！ＦＭにいつで南区のコーナーが10/7（水）から始まります！

放送番組　なじらねラジオ（生放送 午前11時から）
コーナー名　みなみーて!南区
放送時間　毎週水曜 午前11時15分～25分
放送内容

ＦＭにいつのホームページ（右二次元コード）「今すぐ聴く！」から
リアルタイムで聴くことができます
地域総務課　☎372-6621

高校生が考えたアイデアにアドバイス中

爽やかにウオーキングを
楽しみました

9月6日に健康ウオークフェスティバル
2020を開催し、１４２人の参加者が晴れ
渡った青空の下を元気に歩きました。
６ｋｍと３ｋｍのコースを設けていました
が、フェーン現象の影響でとても暑い日だったため、3ｋｍコースに限定して開催。
参加者の皆さんは最後までしっかりと歩き切りました。
お母さんと小学３年の妹と一緒に参加した小学５年の女の子は「３ｋｍは思ったより
長かったが、とても楽しかった。来年は６ｋｍに挑戦したい。」と笑顔で話してくれました。

ツアーの作り方を
高校生に伝授しました！

気分は添乗員！当日の動きを農家さんと打ち合わせ

ツアー作り　その3

ツアー作りの第一歩「どんなツアー
にするか」を農家さんと考えました。
高校生は旅行のプロデューサー！農
家さんの売りをPRできる農業体験アイ
デアをたくさん考えました。高校生の発
想力に驚きです。

ツアー作りもいよいよ最終段階！分刻み
のスケジュールを農家さんと共有しました。
どんな道具が必要？どんな案内をする？
農家さんにアドバイスをもらいながら最終
確認。具体的な動きをしっかり想定しまし
た。

農業はどうやったらツアーになる？農家さんとアイデア出し！

ツアー作り　その1

考えた農業体験アイデアをもとに、募
集広告を作成し、ＳＮＳで発信しました。
スマホを駆使して2時間足らずで完
成。さすが現代っ子！大勢のお客さん
が集まりますように。

ツアーの募集広告を作ろう！

ツアー作り　その2

9月6日号で紹介した、白根高校生の農業体験ツ
アーが実施間近となりました！
今回はツアーのアイデア出し～出発直前の様子を
紹介します。旅行会社の社員さながらの高校生の姿
は必見です。

農家さんが体験アイデアの
ヒントを教えてくれました

農家さんと最終打ち合
わせ中

考えた広告の案をスマホで
データ化

●無料法律相談会
10月16日（金）・26日（月）
午後1時～5時　 黒埼市民会館
①借金・債務整理②離婚・不貞問題③

相続・成年後見④不動産・商業等の登記
についての相談に弁護士、司法書士が応
じます　 各相談日の2日前
までに電話（201-9436）また
はメール（右の二次元コード）

でさくら司法書士事務所
●県高校生英語スピーチコンテスト
10月18日（日）午前10時半～午後4時
半
新潟国際情報大学 新潟中央キャンパス
県内の高校生による「私ができるエコ

―新潟からエコを考える」をテーマにし
た英語によるスピーチコンテスト
同大学学務課英語スピーチコンテスト係
☎239-3111
●ドキドキ・ワクワクふれあいサッカー教室
11月7日（土）午後3時15分～5時
白根総合公園多目的広場（雨天時は白

根カルチャーセンター）
南区在住または在学の小学生 先着

60人
10月16日（金）午前10時から31日（土）

午後6時までに右下の二次元コードから
アルビレックス新潟

サッカースクール
☎280-0011

《広告欄》

南区の地域課題の解決に向けた事業を追加募集します。
対象事業　令和2年度に地域活動団体が区の地域課題解決のために実施する事業
募集期間　10月5日（月）～22日（木）　事業費　１事業につき５０万円以内
応募資格　区内に活動拠点がある非営利の団体
応募方法
　(1)募集説明会　出席が応募の条件となります

10月15日（木）午後7時から　 南区役所　 10月13日（火）ま
でにＦＡＸ（373-2385）またはメール（右二次元コード）で地域総務課

  (2)申請書類
　区ホームページからダウンロード可。地域総務課窓口や事前説明会でも配
布します。※プレゼンテーション審査があります　 同課　☎372-6605

出演週

タイトル

出演者

　17のチームによる17種類のツアーが完成しました。
どれも、高校生と農家さんの個性あふれる楽しいツ
アーになりそうです。この取り組みを全力でサポートし
てくれる15人の農家さんと、何事にも一生懸命な高校
生。私も旅行会社のノウハウを全力で高校生に伝授し
ました。ツアー実施報告もお楽しみに！

準備は万端！
10月8日(木)いよいよツアーを実施します！！

　掲載を希望する場合は、11月15日号は
10月20日（火）まで、12月6日号は11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

市 民 の

情報掲示板情報掲示板

10月20日(火)午後1時半～3時半
　※開場は午後1時
白根学習館
「阿賀に生きる」の上映 先着250人
当日直接会場へ

10月20日(火)午前10時～正午
味方出張所　 家庭内や近所のもめ

ごと、いじめや差別など人権問題につい
ての相談に人権擁護委員が応じます
当日直接会場へ　

問区民生活課☎372-6105

　ごみの不法投棄は法律で禁止されて
おり、決して許されない行為です。ごみは
決められたルールに従って適正に処理し
ましょう。区役所では不法投棄防止の看
板を配布しています。希望者は問い合わ
せてください。　
区民生活課☎372-6145

白根地区公民館　☎372-5533
シロネシネマ喜楽座

相　談
心配ごと 困りごと 特設人権相談所

生　活
ごみの不法投棄はやめましょう

お知 せら

地域の課題解決に向けた
令和２年度「南区まちづくり活動サポート事業」
南区自治協議会提案事業

前田隊員

内容

第1週 第2週 第3週 第4週 第5週
みなみーて地域
応援隊「前田推し」採れうまナビ

Let’s enjoy
ホリデイ

ピッアップ
パーソン

とっておき！
アグリパーク

地域応援隊の
活動など

ＪＡ新潟みらい
担当者

区内の若手経
営者など

施設スタッフやイ
ベント企画者など

アグリパーク
の担当者

旬の農産物な
どを紹介

自身の経営や
特徴など

お出かけスポット
やイベントなど

体験イベントやお
すすめ情報

追加
募集！

メール

南区役所だより　No.324 令和2年10月4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


