
しろね
白根地区はキュウリの出荷量が県内第一位で、県内シェアの約４０％を誇ります。今年は春キュウリ
450ｔ、秋キュウリ350ｔの出荷を見込んでいます。
今年から「きゅうり王子」というブランド名で販売を始めました!

ＪＡ新潟みらい しろね野菜部会 部会長　桜井　真さん

出荷当日の朝、
収穫する

それぞれの農家で
Ａ品・Ｂ品・それ以外に選別する

Ａ品・Ｂ品だけが「きゅうり王子」として
ＪＡの施設に持ち込まれ、検査を受ける

その日のうちに
市場へ出荷される

急激に気温が変わる季節などは温度の管理が大変ですが、皆さんに
おいしいキュウリを届けるために手塩に掛けて育てています。きゅうり王
子のみずみずしさ、甘さ、やわらかさを感じてほしいです。

きゅうり王子が出荷されるまで

その日の朝、収
穫されたキュ
ウリしかきゅう
り王子になれ
ないよ。

色、形、まっす
ぐか、欠けてい
ないかなど、厳
しく選別され
るんだ。

施設に集められて、検査や
出荷をすることを「共選」と
いうんだ。キュウリの共選
をしているのは県内で白根
地区だけだよ。

デビュー！

池田観光果樹園
　新飯田2584-15　☎374-2305
営業時間　午前10時～午後5時

フルーツランド白根グレープガーデン　
　鷲ノ木新田573　☎0120-362-558
営業時間　午前10時～午後5時（最終受付　午後4時半）

観光果樹園のイチゴ狩り
フルーツ王国・南区へようこそ！

今年も甘いイチゴが旬を迎えています！ 感染症対策を実施して営業しています。

6月末まで
楽しめます！

(有)ヨシザワフラワー　代表取締役　
JA新潟みらい しろね切り花部会　副部会長　堀　康浩さん
切り花はハウスで栽培するので、暑い日や風の強い日など

ハウスの管理に苦労します。ユリは主に関東・関西圏に出荷さ
れ、冠婚葬祭などで利用されています。
南区にお住まいの人でも南区がユリの名産地ということを
知らない人も多いのではないでしょうか。JAの直売所やオン
ラインショップで購入することができますので、ぜひ買ってい
ただけたらと思います。

南区は「ユリ」の名産地
新潟県のユリは全国で第３位の出荷本数を誇ります。中でも白根地区は

年間５０万本を出荷する有数の名産地です。
白色とピンク色が多く出荷されていて、白の主力は「シベリア」、ピンクは

「ソルボンヌ」という銘柄です。その他、赤や黄色のユリも作られています。

南区ではどうしてユリの栽培が盛んなの？

南区は全国トップクラスのチューリップの産地。同
じ球根から育てる花でチューリップと時期をずらし
て栽培できることから、盛んに栽培されています。

南区のユリの特徴は？

さまざまな国の球根を使うことにより１年を通し
て、安定的に供給ができることです。

イチゴ

ユリ

いざ！
出荷～!

おいしいフルーツや野
菜、美しい花など南区

には自慢でき

るものがたくさんあり
ます。その中でも、今

、旬を迎えている

農産物を紹介します
。

キュウリ

イメージキャラクター「きゅうり王子」
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南区役所だより　No.339 令和3年5月16日
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3年4月末現在、カッコ内は前月比）：43,887人（－82）　男：21,342人（－46）　女：22,545人（－36）　世帯数 16,418世帯（＋12）（住民基本台帳による）



《広告欄》

　6月8日(火)　　午前9時～11時
　南区役所　
　健康相談（禁煙相談も可）
　直近の健康診断の結果（なくても可）
　健康福祉課　☎372-6385

　6月10日(木)　
　午後1時45分～2時　
　白根健康福祉センター
　離乳食の進め方（1時間程度）
　生後4～5カ月の赤ちゃんの保育者
先着10人
　母子健康手帳、バスタオル
　5月19日(水)～6月8日(火)市役所
コールセンター　☎243-4894

健康相談(予約制)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) 

育児相談会（予約制）育児相談会（予約制）

　6月8日(火)　　午後1時45分～2時
　白根健康福祉センター
　離乳食の進め方（1時間程度）
　生後6カ月以降で２回食・３回食に進
む赤ちゃんの保育者　先着10人
　母子健康手帳・バスタオル
　5月19日(水)～6月6日(日)市役所
コールセンター　☎243-4894

　6月10日(木)①9:30②9:50
③10:10④10:30⑤10:50　　白根
健康福祉センター　　身体計測、保健
師・助産師・栄養士・歯科衛生士による
相談　　乳幼児の保育者 各時間先着
5人　　母子健康手帳、バスタオル
　5月19日(水)～6月9日(水)に健康福
祉課　☎372-6375

　対象の人には個別に案内を送ります。
新型コロナウイルス感染防止のため、住
所区以外での受診はできません。
●1歳6カ月児健診　6月9日(水)
●3歳児健診　6月11日(金)
●1歳誕生歯科健診　6月17日(木)
※1歳誕生歯科健診後に「ブックスター
ト（絵本のプレゼント）」を実施

ステップ離乳食(予約制) ステップ離乳食(予約制) 

その他健診その他健診

問

カレンダーカレンダーカレンダー
健 康健 康健 康
6月の

スポーツ イスを使って姿勢改善エクササイズ教室
白根カルチャーセンター　☎３７３－６３１１

区　政

　４月２8日に令和３年度第１回南区自治協議会を開催し、五十嵐区長が各委員
に委嘱状を交付しました。
　その後、会長・副会長が下記のとおり選任されました。
　会長：髙橋直廣委員、副会長：久保安夫委員・笹川和代委員
【自治協議会とは】
●区民の意見を取りまとめ、区役所と協働して地域課題の解決に当たる
●自治協議会提案事業の企画・実施を行う
●委員は地域コミュニティ協議会・公共的団体などからの選出者や有識者、公募
委員など３０人。任期は２年
【次回の自治協議会】　　５月2６日（水）午後2時から　　南区役所
 傍聴　定員先着10人　　地域総務課　☎372－6605

第８期区自治協議会がスタート
区民と行政の協働の要

助かる命、大切に～がん検診を受けましょう～切に が 検診
健康応援通信②

令和2年度の区のがん検
診の受診者数は、5～6月の
コロナ禍で肺がん・胃がん集
団検診を中止したことなどが
影響し、令和元年度の6割程
度にとどまりました。

・自覚症状がない初期のがんを検診で発見することが大切です。
・会場では換気や消毒など、新型コロナウイルス感染防止対策に努めています。
・集団検診日程や委託医療機関は受診券に同封の「検診いっ得?」で確認してく
ださい。

・職場などで検診の機会がないのに受診券が届いていない人は問い合わせてくだ
さい。
　健康福祉課　☎372-6385

　6月8日・15日・29日（火） 午前11時45分～午後0時半　３回コース
　中高齢者　先着12人
　2,000円

窓口、電話、メール（右二次元コード）のいずれかで下記必要事項を記入
　※事前に窓口での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③受講者氏名（ふりがな）④電話番号

区　政 国民健康保険料の納付は
口座振替で

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

に手続きをすると７月から口座振替を開始します。
口座振替の申し込み方法
・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んでください。
・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ください
区民生活課　☎372-6137

催　し 第１４回南区美術展覧会
区内の優れた作品が一堂に

　6月2日（水）～7日（月）　午前9時～午後6時　　白根学習館
　南区民などから募集した日本画、洋画・版画、書道、写真、彫
塑・工芸を展示
　当日直接会場へ　　地域総務課　☎372－6604

健康・医療

予約 　平日午前９時～午後4時半　県労働衛生医学協会　☎370－1800 
※受診券を手元に置いて予約してください

　検診車によるX線撮影（バリウム）　　４０歳以上

※白根町部１　諏訪木、水道町、日の出町、砂押、一の町、二の町、三の町、四の
町、桜町、南新町、白根文京町、左エ門小路、旭町、中央通、平成町、永田町
※大通地区1　大通、大通西、大通黄金

　都合の悪い人は対象地区以外でも受診できます。自宅で体温測定・体調確認
をし、マスクを着用して来場してください。

胃がん検診
集団健診の対象地区を設定して実施

○６月の日程 要予約・先着順

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）

　受診券、個人記録票、健康保険証、自己負担金
　健康福祉課　☎３７２－６３８５

当日
受付時間

9:00～
11:30

予約
開始日

6/1
（火）～

定員
（先着順）
８０人

４０人

検診日

6月22日（火）
6月23日（水）
6月25日（金）

会　場

白根健康福祉センター
庄瀬地域生活センター
大通地域生活センター

対象地区

白根町部1※
庄瀬地区
大通地区1※

市の検診により毎年800人以上のがんが発見されています。

検診でがんを発見した人は、それ以外で発見した人と比べ、
相対5年生存率が高いことが分かっています。

南区肺がん集団検診受診者数

市がん検診受診者（H30年度）
（人） （人）

がん発見数（H30年度）

発見経緯別　相対5年生存率

出典：新潟県のがん登録（平成28年集計）　※相対生存率なので100％を超える場合があります。

南区胃がん集団検診受診者数
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■□日＝日時 ■□受＝受け付け ■□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■□持＝持ち物 ■□問＝問い合わせ



《広告欄》

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。

　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

　6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
　5月18日(火)以降に区民生活課
☎372-6105

　5月29日（土）～7月19日（月）
　しろね大凧と歴史の館
　同館所蔵の渡辺虎之助氏、今井三郎氏

などの凧を展示するほか、現在活躍する
白根の凧絵師を紹介
　同館　☎372-0314

●県民介護知識・技術習得講座
　県社会福祉協議会　☎281-5525
　新潟ユニゾンプラザ
○介護体験・入門コース
　①6月15日（火）②6月18日（金）※1
回のみの参加可　　①講義「介護のため
の基礎知識」「地域住民による助け合い
活動」②講義「高齢者・障がい者の理解」、
体験「家庭における緊急時の対応」
　先着各15人
○介護実技・基本コース
　①6月23日（水）②6月24日（木）③6
月29日（火）午前10時～午後4時※3回
コース　　①介護の基本②歩行介助、車
いすの介護、衣類の着脱介助③食事の介
助、排せつの介護
　先着15人
●自動車税の納期限は5月31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、コンビニエンスストア、地域振
興局の窓口で納付できるほか、スマート
フォン決済アプリやインターネットとクレ
ジットカードを使って自宅で納付すること
もできます。
　新潟地域振興局県税部 ☎273-3116

不法投棄はやめましょう不法投棄はやめましょう
生　活

弁護士の無料法律相談弁護士の無料法律相談
相　談

白根の凧絵師たち白根の凧絵師たち
催　し

ホタルの幼虫を放流
４月１８日、曽我・平澤記念館の中堀を清
掃した後、川砂を敷き、えさとなる巻貝（カ
ワニナ）を放し生育環境を整えた上で、９０
匹のホタルの幼虫を放流しました。
幼虫はこれからさなぎになり、６月上旬か

らふ化します。記念館と笹川邸を飛び交う
ホタルを見ることができるといいですね。

まちまちののの話題

　掲載を希望する場合は、6月20日号は5
月26日（水）まで、7月4日号は6月9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

0㈹
ます

番号です。

などの凧を展示
白根の
　同館

ほか、現在

4

示するほ
を紹介
2-0314

の凧を展示
の凧絵師を
館　☎372

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

　プール監視補助業務（施設の管理および事務補助含む）
　5月16日（日）から希望勤務施設に電話連絡の上、履歴書持参

南区の人権擁護委員を紹介します
　南区では８人の人権擁護委員が家庭内や近隣のもめごと、いじめや差別など
の人権問題の相談に応じ、解決のお手伝いをしています。
○人権擁護委員（居住地区）※敬称略
牧野純子（大通南３）、冨井信喜（大倉）、二瓶富美子（白根ノ内七軒）、田中集（月
潟）、田邉とも子（西萱場）、阿部幸代（味方）、関根芳昭（清水）泉康信（万年）

特設人権相談所の開設
　人権問題についての相談に人権擁護委員が応じます。　
　6月8日（火）午前10時～正午　　月潟地区公民館　　当日直接会場へ
　区民生活課　☎372-6105

募　集

プール監視スタッフを募集

　全ての人・動物にとって暮らしやすい南区になるよう、ペットを飼っている人はマ
ナーを守りましょう。
○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。
○猫はケガや病気から守るため、屋内飼育をお勧めします。敷地侵入や糞尿に
よる近所への迷惑を防ぐこともできます。

☆犬を飼っている皆さんへ
○犬は登録が必要です
○狂犬病の予防注射は毎年必ず受けましょう（動物病院で通
年受けることができます）
○犬が死亡したとき、飼い主が変わったときは届けが必要です
○鑑札・注射済票は首輪など犬の身に着けてください
　区民生活課　☎372-6145

くらし 人とペットが共に
暮らしやすい南区に

白根大凧合戦に伴う
交通規制のお知らせ

農地を適正に管理しましょう

人権擁護委員　人権問題で悩んでいる人は相談してください

○通行止め　　６月２日（水）～４日（金）
午前11時～午後6時半
○規制区間にお住いの人などに通行
許可証を発行します
　規制区間を自動車で通行する場合は、
実行委員会発行の通行許可証が必要
です。区間に自宅などがあり、通行する
必要のある人は5月21日(金)までに下
記へ申請書を提出してください。
　産業振興課または味方出張所
　産業振興課　☎372-6505
白根大凧合戦をライブ中継します！
　白根大凧合戦の模様をオンライン配
信します。（詳しくは右二次元コード）
※会場での観戦者の募集は定員に達したため締め切りました

車両通行止め 一方通行

勤務施設 白根総合公園屋内プール
☎373-6311

味方B&G海洋センタープール
☎378-4528

応募資格
5人程度 １０人程度

火曜（火曜が祝日の場合は翌平日） 月曜（月曜が祝日の場合は翌平日）

募集人数
18歳以上(高校生は除く)で25ｍ泳げる人

勤務日
●6/26～7/20の土・日曜、祝日
●7/21～8/31
●9/1～9/26の土・日曜、祝日

6/26(土)～9/5(日)

時　間 ●9:45～18:30
※相談可

●8:30～12:30
●12:30～17:30
●17:30～21:30

賃　金 時給886円（交通費込み）

休館日

※上記時間帯の1つもしくは連続し
た2つ（最長7時間45分勤務）
※6/26～7/21、9/1～9/5の
平日は17:30～21:30のみ

○住宅に侵入される盗難被害は、家の人が在宅中でも発生します。
玄関はもちろんのこと、風呂場やトイレ、誰もいない部屋の窓も忘れ
ずに施錠しましょう。
○車上荒しや自動車の盗難は、駐車場や自宅で多く発生しています。
短い時間でも車から離れるときは、必ず をかけましょう。

　地域総務課　☎372-6431

　暖かくなると、農地での雑草の繁茂や病害虫の発生について
の問い合わせが多くなります。
　農地の所有者や借主は、近隣住民や他の耕作者に迷惑が掛か
らないよう、耕起や定期的な草刈り・除草を行うなど、適正な管理
をお願いします。
※農地の貸し付けや譲渡については、農業委員会事務局または地
元の農業委員・農地利用最適化推進委員まで相談してください
　南区農業委員会事務局　☎372-6785

くらし をかけましょう！
～盗難被害の防止対策～

能登
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