
まちなか循環ルート「ぐるりん号」

新潟市らくらくチケレス　　　 導入実証開始！
新型コロナウイルス感染拡大の要因となる接触機会を減らすと同時に、利用者の利便性向上を図るため、
スマートフォンによるキャッシュレス決済システムの導入社会実験が3月から始まりました。
さらに便利になった「ぐるりん号」に乗って、さあ出掛けましょう！

利用方法
①バス停や車内に設置した「NFCタグ」をタッチ または 二次元コードを読み取る

区バスに換気扇を取り付けました！

『ぐるりん号』に乗ってみました！

公共交通情報コーナー 令和２年度
南区バスの利用実績

新型コロナウイルスの影響で５月末までは利用者が減少していましたが、その後は登校日
数の増加に伴い、学生の利用が増え、年間の利用者数は前年度より429人増加しました。
多くの人から利用してもらうことで、利便性が高い公共交通を持続することができます。
本格運行へ移行し2年目を迎えた、まちなか循環ルート「ぐるりん号」と併せて、南区バス

をぜひ利用してください。

▶利用者数は昨年度に比べ増加

▶区バス利用者数推移
《南区バス利用者数の推移（全体）》

《ルート別利用者数》

《区分別利用者数（前年度比較）》 単位：人

単位：人

単位：人

　区の公共交通が一目で分かる「南区公共交通ガイド」を作成しています。
　南区役所、各地域生活センターなどに設置しているほか、区ホームページに掲載してい
ます。　　地域総務課　☎372-6605

区　分

大　人
中高生
小学生

利用者数合計
（前年度比）

7,047

8,320

6,586
7,013

7,975

8,559
7,999

5,634 5,761

H30 R1 R2

中高生大人 小学生

北部 大鷲 白根・
さつき野駅

新飯田・
茨曽根 庄瀬 東部 ぐるりん

号 合計

1,679 
583 
2,059 
4,321 
（－1）

464 
172 
3,672 
4,308 
（+255）

679 
5,448 
10 

6,137 
(＋802)

3,004 
22 
11 

3,037 
(－229)

1,736 
17 
9 

1,762 
(－346)

437 
1,733 

0 
2,170 
(+48)

4,037 
6 
31 

4,074 
(－100)

12,036 
7,981 
5,792 
25,809 
(+429)

野菜がラッピングされたバ
ス2台にウイルス対策として、
車内換気扇を取り付けました。
抗菌・抗ウイルスコーティン

グに加え、換気が常時できる
ことで、区バスの利用がより
安全になりました。
都市交通政策課　
☎226-2750　

「ぐるりん号」で白根のまちなかをぐるっと１周の旅に出てみました。
バスからの眺めは目線が高く、風景が乗用車とは違って見えたり、い

つも通らない狭い小路に入って行ったりと旅気分♪
せっかくなので、乗車していた人に感想を聞いて

みました。
「雨の日も雪の日も、我が家からバス停が近いか
ら便利ですよ。病院も買い物もこれで行きます！」
「ほぼ毎日買い物に使ってるよ。帰ってから買い
忘れに気が付いて、日に２・３回乗る時もあるよ！」
など、便利に利用している様子を聞くことができ

ました。
いつもは自家用車

を利用する人も、時に
はちょっとした旅気分
を感じてみませんか。

②スマートフォンの画面で
　バス停を選ぶ ③利用人数を選ぶ ④決済方法を選ぶ ⑤「降車する」を押す ⑥降車時に画面を

　運転手に見せる

利用可能な決済

スマホで区バス運賃の支払いができます！

キャッシュレス決済を利用した人は
「しろね大凧と歴史の館」を割引料金で入館できます
キャッシュレス決済を利用した人は
「しろね大凧と歴史の館」を割引料金で入館

・大人400円 ⇒ 300円
・小・中・高校生200円 ⇒ 150円

⑤「降車する」を押す ⑥降車時に画

・大人400円 ⇒ 300円
・小・中・高校生200円 ⇒ 150円
※乗車券利用後、クーポンが利用可能
　利用は当日に限り有効

タッチするだけで
とても簡単！

同乗者の運賃も
一緒に払えて便利！

電動換気扇設置

約5分で
車内の空気が
入れ替わります
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25,484

42,240収支率30％ライン

※H27以降ぐるりん号実績含む24,285

24,245

24,150

26,452

25,816
25,380

25,809
26,675

利用可能な決済

※クレジットカードを事前に
登録しておくと便利です

キャッシュレス
決済システム(  　　　　　)

詳しくは
こちら

発　行／新 潟 市 南 区 役 所
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電　話  025（373）1000（代表）
ＦＡＸ  025（373）2385

南区役所だより　No.340 令和3年6月6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》

図書館

白根図書館　☎372-5510
●読書会
６月２０日（日）午後2時 　白根学習館
　テーマ「旅する本」角田光代/著　メ
ディアファクトリー　　当日直接会場へ
●赤ちゃんタイム
　毎週水・土曜※第１水曜は除く 午前
11時～午後2時半　　同館
●おはなしのじかん
　毎週土曜　午後2時から　　同館

月潟図書館　☎375-3001
●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
●おはなしのじかん
６月１０日・２４日（木）午前11時～同
30分　　同館　　乳幼児向け
●赤ちゃんタイム
　毎週木曜 午前10時～正午
　同館

本に親しみ
読書の時間を楽しもう

健康・医療

　４０歳以上　　無料　※かくたん検査は感染予防の観点から実施しません

予約 　６月１５日（火）から　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をしてください

受付開始直後は混雑が予想されます。都合がつく人はそれ以外の時間に来場
してください。

　健康福祉課　☎３７２－６３８５
　受診券、個人記録票、健康保険証、自己負担金　※乳がん検診はバスタオル
　肺がん・胃がん検診は、集団健診の対象地区を設定して実施します。都合が悪
い人は対象地区以外でも受診できます。自宅で体温測定・体調を確認し、マスク
を着用の上、来場してください。

肺がん・胃がん・乳がん検診

○6月の日程

○7月の日程

肺がん（結核）検診 検診車による胸部Ｘ線撮影

検診車によるＸ線撮影（バリウム）検査
　４０歳以上　　
胃がん検診

※大通地区１　大通、大通西、大通黄金

※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

※白根町部２ 曙町、簔口、高校前通、五六の町、魚町、葵町、白新町、市役所上
町、若葉町、能登、杉菜町、古川宮前町、穂波町、茜町、白根古川、東古川、古川団
地、新古川、親和町、栄町、白根東町、白根花園町、南町

※白根北部 七軒、四ツ興野、鯵潟、陽向台団地、十五間、三ケ字、保坂団地

※大通地区２ 大通南

予約不要

要予約・先着順

当日受付時間

①9:00～9:30
②9:30～10:00
③10:00～10:30
④10:30～11:00
⑤11:00～11:30

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）

　7月13日（火）　午前９時半～１１時半　午後１時半～３時半
　白根健康福祉センター
　職場などで受診機会のない40歳以上偶数年齢の女性。先着120人

予約 　6月13日(日)から市役所コールセンター　☎243-4894

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。
※70歳以上の人は令和3年度に限り施設検診も受診できます

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）

乳がん検診 マンモグラフィ検査
○集団検診

○施設検診

電気関係の火災は、電気機器の老朽化や日常生活での誤った使い方などが原
因で発生します。区内で発生した過去５年間の火災の約30％は電気が原因です。
以下のことに気を付けて火災を防ぎましょう。

電気火災にご注意を！！

南消防署市民安全課　
☎３７２－０１１９

１.コンセントを定期的に清掃し、ほこりを溜めない
２.たこ足配線をしない
３.コードを束ねたり、巻いたりしない
４.傷んだプラグやコンセントは使わない
５.家具でコードを踏まない

検診日
6月11日（金）

6月14日（月）

6月15日（火）

6月16日（水）

6月18日（金）

6月28日（月）

6月29日（火）

会　場
大通地域生活センター
庄瀬地域生活センター
臼井地域生活センター
茨曽根地域生活センター
新飯田地域生活センター
月潟農村環境改善センター

白根健康福祉センター

味方公民館
西白根公民館
七穂公民館

対象地区
大通地区１※
庄瀬地区
臼井地区
茨曽根地区
新飯田地区
月潟地区

白根町部１※

味方地区
西白根地区
七穂地区

受付時間
9：00~11：30
9：00~11：30
13：30～15：30
9：00~11：30
13：30～15：30
9：00~11：30
9：00~11：30
13：30～15：30
9：00~11：30
13：30～15：30
9：00~11：00

定員

80人

40人

80人

40人

検診日

７月 2日（金）

７月 8日（木）

7月12日（月）

7月21日（水）

会　場

白根健康福祉
センター

大通地域生活
センター
鷲巻地域生活
センター

対象地区
白根町部２※
根岸地区
白根北部※
臼井地区

大通地区２※

鷲巻地区、
大郷地区

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。
認知症など、困っていることについても気軽に相談してください。
地域包括支援センターしろね南（対象：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（対象：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（対象：月潟・味方中学校区） ☎372-5121

いつまでも元気で好きなことをやり続けたいあなたへ！
『幸齢ますます元気教室』７月～９月コース　参加者募集
　「介護予防の基本チェックリスト」により対象となった人、または要支援の認
定を受けている人のうち、医師による運動制限のない人
※自分で参加することや家族の送迎が難しい人は無料送迎あり
　簡単な体操・レクリエーション・運動、お口の健康・栄養・認知症予防などに
ついてのミニ講座など　　３００円（教材費）　　各地域包括支援センター

どなたでも参加できます。
介護専門職も参加し、
気軽に相談できます。

認知症カフェ～より道カフェかけ橋～
　6月26日（土）午後１時半～3時
　白根健康福祉センター
※新型コロナワクチン集団接種会場となるため
白根小学校側の入り口を利用してください
　３００円（茶菓代）　　当日直接会場へ

子育て 児童館・児童センター
６月のイベント

●ちびっこ広場
　６月１２日（土）午前１０時半から
　６月生まれの誕生会など
　乳幼児親子　　当日直接会場へ

●ミニバドミントン大会
　６月２６日（土）

　同館

白根南児童館 ☎201-602１

白根児童センター ☎372-0530
●育児講座ベビーマッサージ
　６月１４日（月） 午前１０時～１１時
　助産師鷲尾智恵子さんによるベビー
マッサージと講話※個別相談も可
　首が座った乳幼児とその保護者先
着１２組　　同館

●親子で楽しむおりがみDays
　６月２０日（日）　①午前１０時②午前
１１時　どちらも概ね４０分程度
　人気アニメキャラクターを折ろう！
小学１年生とその保護者 各先着２組

　同館

味方児童館 ☎201-8346

定　員

各先着
８人

時　間
午後１時半～
２時４５分
午後３時～
４時１５分　

対　象
小学
４～６年生
小学
１～３年生

白根北児童館 ☎379-1260

南区役所だより　 令和3年6月6日No.340●②

■□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
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前田 し推推
みなみーて地域応援隊の活動を紹介　

maeda
oshi!

「閑院宮春仁王殿下視察記念樹」の碑と松の木

南区トレジャーハンティングは、住民
の皆さんが南区役所だよりの記者と
なって地域の自慢のお宝を紹介する
コーナーです。

地域通信員 発

 トレジャ
ハンティング

「閑院宮春仁王殿下視察

 トレジャ
ハンティング

「閑院宮
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根岸地区地域通信員
田中　清 さん

JR新潟ファーム企画！田植えイベントに参加しました！！
南区で田植えイベントが開催されました。このイベントはJR新潟ファームが企画し、毎年ゴールデンウイークの時期
に開催されます。JR新潟ファームとは？何を作っているの？…田植えをしながら聞いてきました！

東日本旅客鉄道㈱新潟支社が、市
内の農家と連携して設立した農業法
人。農家は家族経営をしているところ
が多いですが、JR新潟ファームは企業
として農業に携わり、地域の活性化や
交流人口の増加を目指しています。

上塩俵交差点付近にある北部工業団地竣工記念碑の脇に、
松の木と共にひっそりとたたずむ碑があります。
昭和16年5月31日、閑院宮殿下（皇族の一人で戦後に皇籍を

離脱された。この当時は陸軍中佐であった）の一行は戦時下、地
方の事情を視察するために新潟を訪問し、その一環で旧根岸村

を訪れました。村を上げての大歓迎のなか、根
岸排水場などをご覧になったあと、根岸承水
溝付近で青 と々広がる水田の様子を眺めました。白根郷の農民
が団結し、また科学技術の知識を駆使して多くの困難を乗り越
えてきたという説明を熱心に聞かれていたそうです。
この碑と松は国道8号の上塩俵交差点の角地から移設され

たもので「閑院宮春仁王殿下視察記念樹」と記されており、この
視察を記念しているといわれています。　　上塩俵交差点付近

　家庭から出る生ごみの減量とリサイクルの推進のため、市オリジナルの段ボー
ルコンポスト「サイチョのマジック段ボール」を販売しています。
　南区在住の人には、生ごみを混ぜ込むと
きに使用する「移植ごて」と、できた堆肥で
植物や野菜を育てるための「プランター」を
先着２０人にプレゼントします。
　区民生活課　
　１セット５００円（基材のみは４００円）
※基材とは、微生物により生ごみを堆肥化する
基となる材料
　同課　☎３７２－６１４５

JR新潟ファームとは？

「農業をもっといろいろな人に知って
もらいたい」「農業の楽しさを体感して
ほしい」そんな思いで始まった体験プロ
グラム。裸足で田んぼに入り手作業で
一本一本苗を植えていきます。家族連れ
での参加が多く、リピーターも多数！！

どんなイベント？？

酒米を生産し、市内4つの酒蔵へ提
供しています。同じお米でも、酒蔵に
よって全く異なる味わいに仕上がりま
す。できたお酒は「しゅぽっぽ」という
銘柄で地域のレストランやお土産店で
販売しています。

何を作っているの？

段ボールコンポストで生ごみを堆肥に！

新潟出身でありながら、田
植えの体験は初めてでした！
JR新潟ファームや参加者の
みなさんと楽しく交流し、ま
た一つ南区の魅力を発見で
きたイベントでした！！

白根カルチャーセンター　☎373－6311

味方B&G海洋センタープール　☎378－4528（味方体育館）

スポーツ

窓口、電話、メール（右二次元コード）で下記必要事項を記入（先着順）
必要事項　①教室名（複数の場合全て記入）②会員番号③受講者
氏名（ふりがな）④電話番号

申込には事前に各施設窓口で「スポーツ教室会員登録」が必要です。
回数や受講料などの詳細は各施設に問い合わせてください。

窓口、電話（先着順）

教室名 期間 曜日 時間 教室名 期間 曜日 時間
フラダンス
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）

ストレッチヨガ
（午前）
エアロビクス＆
骨盤ダンス（午前）
太極舞
(タイチーダンス）
ピラティス（夜）
ヨガ（午前）

7/12～9/6

7/6～9/14

7/6～9/28

7/8～9/30

7/9～9/24
7/3～8/7

月

火
木

金
土

13:30～14:30

10:00～11:30

19:00～19:45

20:00～20:45

10:00～10:45

11:00～11:45

20:00～20:45

20:00～20:45
10:30～11:30

教室名 期間 曜日 時間 教室名 期間 曜日 時間

JR新潟ファーム 松島専務と みんなで楽しく田植え中4つの「しゅぽっぽ」（左から君の井、吉乃川、越後鶴亀、今代司）

かんいんのみや はる　ひと　おう

ね  ぎししょうすい

こう

　誰もが安心して暮らせる社会のため
に、障がいについて考えてみませんか？
　①７月２日②９日（金）午後１時半～３時
半（１回のみ参加可）
　白根学習館
　①「知ってるようで知らない障がいにつ
いて知ろう」高崎健康福祉大学健康福祉
学部社会福祉学科・講師 山口智さん
②「共生社会のためにあなたにもできるこ
と」市障がい者基幹相談支援センター秋
葉・相談員 山際優子さん
　先着１５人
　電話、窓口（午前９時～午後９時）または
メール（右の二次元コード）で
同館
※メールの場合は「R3人権講
座」の件名で、氏名（ふりが
な）、住所、日中連絡の取れる電話番号、
希望回を記入

①６月８日②２２日（火）午前10時～11時半
　白根学習館　

　①自由あそび＆ちょっとしゃべり場　②
栄養士さんに聞く「離乳食ってどうすれば
いいの⁉」　
　②は母子手帳　
　未就園児とその保護者　各日先着8組
　当日直接会場へ

　６月１５日（火）午後１時半から　
　白根学習館　
　「素晴らしき哉、人生！」の上映
　先着６０人　
　６月９日（水）から白根地区公民館。電話
または窓口へ

　６月１７日（木）午前10時～11時半
　同館　
　「スマホ講座応用編Ⅰ」　
　先着15人　
　同館

　６月２２日（火）午前10時～11時50分
　同館　
　「アンダンテ」の上映
　先着20人　
　同館

　これから梅雨の時期を迎えます。ごみや
枯葉などで側溝や集水ますが詰まり、排水
不良を引き起こすことがあります。未然に
防ぐためにも自宅周辺の側溝や集水ます
のごみなどの除去にご協力ください。
　建設課　☎３７２－６４７０

員

民
越

れ

基となる材料料
－６１４５－６１４５３７　同課　☎３７２

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。

白根地区公民館　☎372-5533

子育てひろば　モモ子育てひろば　モモ

え？そうなんだ？
～いろいろな障がいについて～
え？そうなんだ？

～いろいろな障がいについて～

シロネシネマ喜楽座シロネシネマ喜楽座

月潟地区公民館　☎375-1050
月寿教室月寿教室

生　活
良好な雨水排水を行うために良好な雨水排水を行うために

つきがた映画むらつきがた映画むら

要です。

夏期スポーツ教室　
参加者募集

プールde健康 7/21~8/18 水 14:00~14:50
アクアエクササイズ 7/14~8/18 19:00~19:45
短期ちびっこ水泳
小学１・２年生①

7/27~8/19 火・木

9:30~10:30

短期ちびっこ水泳
小学１・２年生② 10:45~11:45

短期ちびっこ水泳
小学３・４年生①

7/28~8/20 水・金

9:30~10:30

短期ちびっこ水泳
小学３・４年生② 10:45~11:45

短期ちびっこ水泳
小学５・６年生 7/27~8/6

火・木・金
13:30～14:30

南区役所だより　No.340 令和3年6月6日 ●③

■□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


	340_1
	340_2
	340_3

