
児童館・児童センター
８月のイベント
児童館・児童センター
８月のイベント
白根児童センター ☎３７２-０５３０
○折り紙タイム
　８月２１日（土）午後２時から
　季節の折り紙をみんなで楽しもう
　小学生　　当日直接会場へ

白根南児童館 ☎201-602１
●遊戯室タイム「新潟弁おもしろクイ
ズ大会」
　８月１６日（月）午後２時から
　新潟弁を楽しく学べるクイズ大会で
す！クイズの後は、新潟弁のおもしろい話
をみんなで聞こう
　小学生～高校生　先着１５人
　当日直接会場へ

白根北児童館 ☎379-1260
●夏休み工作・草木染め
　８月１７日（火）午後１時半から、１８日
（水）午前９時半から
　たまねぎの皮を使って絞り染めにチャ
レンジ！
　両日参加できる小学生　先着８人
　同館（要予約）

味方児童館 ☎201-8346
●夏休みお楽しみ工作
　①８月７日（土）②８月１６日（月）午後２
時～４時
　①プラバン作り②スライム作り
　小学生～高校生　各回先着３０人
　同館（定員に満たない場合は当日受
付可）

南区の「　　　　　   」を探しに行こう！
夏休みの時季です。どこに行こうか迷っている人も多いのではないでしょうか？南区に

ある「み～つけた♪」を探す小旅行はいかがですか？
しろね大凧と歴史の館と笹川邸には「み～つけた♪」と思わず言ってしまうような隠れ
たお楽しみがあります。

お屋敷に隠れている「米」を探せ！

大空に舞う白根大凧合戦の凧の形は「四角」や「六角」です。館にはそれ以外の変わった形の
凧がたくさんあります。

笹川家は、安土桃山時代から昭和45年（1970年）まで、14代300年以上にわたって続いた名家です。この地域の
8,000石を束ねる大庄屋を代々務め、年貢（米）を取りまとめていました。このことから「米は大事なもの」とされ、屋敷の
装飾として使われたと考えられています。

館に隠れている
生きもの形の凧を探せ！

ここで探す「米」は漢字ではなく、こ
のような形になっています。「米」と
いう字が見えますか？ 

「米」探しは
少し難しいよ！

　笹川邸で撮影された「角兵衛獅子
PR映像」＆「かぐらin笹川邸」の映像を
放映します。
　８月７日（土）～２２日（日）
　笹川邸 囲炉裏の間
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この壁紙が貼ってある部屋はどこ？
「米」はこの部屋のどこに隠れて
いる？

この「米」は布です。どこにある
（掛けてある）？

さぁ、
３つの「米」は
見つけられる
かな？

５枚の
生き物凧を
探してね！

ヒント

を参考にして探しましょう。ヒント

しろね大凧と歴史の館の
「　　　　　　　」はコレ！

笹川邸の
「　　　　　　　」はコレ！

しろね大凧と歴史の館へ！

笹川邸へ！

徒歩２分　

南区公共交通利用促進事業
「もっと乗ろてバス！」を利用しよう！

白根カルチャーセンター
（区バス：新飯田茨曽根ルート）１２：０５発　

「イオン白根店前」「五の町」「三の町」など
まちなかで下車しランチをどうぞ！
※ランチの前に乗合タクシーの予約を忘れずに！

帰りは乗合タクシーで！

乗車チケット（区バス・乗合タクシー利用）を使って小旅行へ

南区バスで自宅から
「しろね大凧と歴史の館」へ
夏まつり開催中
（8月22日（日）まで）
ウォークラリーや大凧

色塗り体験(定員あり)、
テイクアウト屋台の出店
などイベントが盛りだくさ
んです。

もっと乗ろてバス！
乗車チケットを
プレゼントします
実施期間　１２月２８日
（火）まで　 南区に在
住・在勤・在学してい
る人のグループ
配布場所　地域生活
センター・地域総務課
　地域総務課　
☎372-6605

発　行／新 潟 市 南 区 役 所
編　集／南区役所地域総務課
〒950－1292 南区白根1235番地
電　話  025（373）1000（代表）
ＦＡＸ  025（373）2385

南区役所だより　No.344 令和3年8月1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6月末現在、カッコ内は前月比）：43,835人（－40）　男：21,317人（－23）　女：22,518人（－17）　世帯数 16,447世帯（＋19）（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
　８月１５日（日）午後2時から
　白根学習館
　テーマ「ユーモレスク」開高健/著　
講談社　　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

●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

月潟図書館　☎375-3001

●赤ちゃんタイム
　毎週木曜　午前10時～正午 　同館
●おはなしのじかん
　８月１２日・２６日（木）午前11時～同30分
　同館　　乳幼児向け
●夏休みチャレンジ教室「紙ねんどで
マグネットをつくってみよう」
　８月１７日（火）午前11時～同45分
　同館
　紙ねんどと磁石でドーナツのマグネッ
トを作る
　３歳～小学生（２年生以下は保護者同
伴）　先着６人
　８月５日（木）午前１０時から窓口また
は電話で同館

本に親しみ
読書の時間を楽しもう

公共交通情報コーナー 夏休み小学生ワンコイン
（５０円）区バス運行中！

ぐるりん号を含む区バス全ルートで、８月３１日（火）まで、小学生運賃
を５０円に割引して運行中です。
暑い日も涼しいバスに乗って図書館やプールに出かけましょう！
地域総務課　☎３７２－６６０５

こんにちは！高齢者の総合相談窓口

●で ●す 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。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（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

毎日暑い日が続いています。熱中症にご注意を！
夏は、外出時だけでなく室内にいても熱中症の危険性があります。高齢
者は、暑さを感じにくく、体内の水分量が少ないため「我慢・無理」をして
しまいます。
体調を崩す前にエアコン・扇風機を使って上手に温度調節をしましょ

う。部屋に温・湿度計を設置し、目で確認しながら湿度を下げることも効
果的です。

いつまでも元気で好きなことをやり続けたいあなたへ！ 
元気で動ける体を維持し、自立した生活を送りながら、介護を要する状
態を予防しましょう。

『幸齢ますます元気教室』１０月～１２月コース　参加者募集
　市の「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
　簡単な体操やレクリエーション・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

認知症カフェ～より道カフェかけ橋～
　８月2８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　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。訪問マッサージによる健康講
座もあります

　下水道への切り替え工事で配管が25ｍを超え
る場合や屋内に配管する場合に、工事費の一部を
助成します。
　下水道処理開始日から３年以内に完了する工事
が対象となります。詳しくは問い合わせてください。
　西部地域下水道事務所　☎370-6372

くらし
下水道配管工事費の一部を助成します

夏は涼しく
静かな
図書館へ

健康・医療

　４０～７４歳の新潟市国民健康保険加入者で南区に住民票のある人
　特定健診※肺がん・胃がん・大腸がん・乳がん・前立腺がん検診、肝炎ウイル
ス・ピロリ菌検査が追加できます（年齢や受診歴により追加できる検診が異なり
ます。受診券で確認してください。）

　新型コロナウイルス感染拡大防止のため、自宅で体温測定・体調を確認し、マ
スクを着用して来場してください。

　９月９日（木）まで健康福祉課　☎３７２－６３８５　先着順

ミニドック型集団健診
肺がん検診

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

　検診車での胸部Ｘ線撮影（かくたん検査は感染予防の観点から実施しません）
　４０歳以上
　健康福祉課　☎３７２－６３８５

○8月の日程
肺がん（結核）検診

ミニドック型集団健診

予約不要・無料

要予約

検診日
8月7日（土）

会　場
白根健康福祉センター

受付時間
9：00~11：30

定員

各日
100人

受付時間

9：00~11：30

健診日
10月 4日（月）
10月12日（火）
10月15日（金）
10月16日（土）
10月19日（火）

会場
味方公民館
月潟農村環境改善センター
白根健康福祉センター
白根健康福祉センター
白根健康福祉センター

乳がん検診
なし
なし
なし
あり
あり

区内で、車から金品などを盗む車上狙いの被害が増えていま
す。また、車上狙いのために車の窓ガラスが壊される被害も発生
しています。被害に遭わないように次のことに気を付けましょう。
○バッグや財布、貴重品を置いたまま車から離れない
○車から離れるときは、ドアロック（施錠）を確実に行う
地域総務課　☎３７２－６４３１

くらし
車上狙いにご注意ください！！

８月３１日まで うら盆等に伴う火災予防強調月間実施中！

ろうそくの火や線香、お墓掃除などで出た刈草焼却が原因で火災になることが
あります。以下の点に気を付けましょう。
●火災予防
・ろうそくの火をつけたままその場を離れない
・ろうそくや線香から供花や供物を十分に離す
・電気式の盆提灯などは定期的に配線などの点検をする
・座布団や敷物などは防炎製品を使用する
・盆灯籠などは倒れないように固定する
・墓掃除などで出たゴミや刈草は持ち帰る

仏壇・お墓の火の用心

　南消防署市民安全課　☎３７２－０１１９

くらし

　家庭から排出される「燃やすごみ」の約４０％が「生ごみ」で
す。「生ごみ」には多量の水分が含まれているため、水切りネット
に入れて絞ったり、天日干しなどで乾燥することで減量できま
す。１世帯で１日１００cc（コップ半分程度）の水切りを行うと、南
区全体で年間約6００トンのごみの減量につながります。
　区民生活課　☎３７２－６１４５

ごみ減量を目指して
生ごみのひとしぼり運動 ごみの減量に

ご協力
ください！

自宅の戸締り・
鍵かけも
忘れずに！

南区役所だより　 令和3年8月1日No.344●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
みなみーて地域応援隊の活動を紹介　

maeda
oshi!

青い目の人形ジョアンちゃん

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

 トレジャー
ハンティング
 トレジャー
ハンティング
南
区
南
区

新飯田地区地域通信員
高橋 昭一 さん

“南区好き”を増やしたい！
南区の地域の人とオンラインツアー参加者の交流の場を運営中
コロナ渦で移動が制限されている中でも、南区の魅力をたくさん伝えたい！そんな想いから、

南区好きが集うコミュニティをオンライン上に立ち上げました。

「南区オンラインツアーに参加したら、南区のこ
とをもっと知りたくなった！」との声に応え、定期的
に南区の情報を届けるコミュニティです。イメージ
は「オンラインサロン」。Facebookで1つのグルー
プを作り、参加者と地域の人が交流できます。

新飯田小学校の校長室の前に青い目の人形が展示されてい
ます。名前は「ジョアン」。昭和2年に「世界の平和は子どもたち
から」の理念のもと、全米の多くの人たちの協力で12,792体の
人形が日本へ贈呈されました。そのうちの一体がジョアンちゃん

だそうです。その後、戦争が始まりほ
とんどの人形が処分される中、ジョア
ンちゃんは密かに保管されて無事に今日を迎えました。
今でもかわいがられているジョアンちゃんは「世界平和
の使者」として語り継がれ、子どもたちに平和とは何か？
を考えるきっかけを与えてくれていると同時に、平和を
願う気持ちを育んでくれています。　　新飯田1791

どんなコミュニティ？

「南区にはこんな素敵な所があ
る！」と参加者が発見し、その魅力
を友人に話し「南区好きの輪」を
広げていくコミュニティを目指して
います。そのために現在、いろいろ
なイベントを計画中です。

コミュニティのこれから

まずは「南区オンラインツアー」
に参加してください。参加者を
Facebookのグループへ招待しま
す。次回ツアーは9月頃開催予定
です。「南区オンラインツアー」情
報は、南区観光協会Ｆａｃｅｂｏｏｋ、
Instagramをチェック！！

コミュニティに参加するには…？

参加者にどんな情報を知りたいかア
ンケートを取るなど、双方向でやり取り
ができるのがコミュニティの魅力です！
南区には魅力的な人が大勢います。そ
んな人たちをゲストに招き、オンライン
交流会も行っています。

コミュニティの魅力

市内在住の
参加者が南
区に来てく
れました

南区観光協会
Ｆａｃｅｂｏｏｋ

南区観光協会
Instagramゲストを招いてオンライン交流会中♪

　４００ml献血
　献血カードまたは献血手帳※初めての
人は身分証明書（運転免許証など）
　健康福祉課　☎３７２－６３７５

　８月１２日（木）、１３日（金）午前６時～正午
　白根地区（左エ門小路）の路上
　約１５件の露店が出店
　産業振興課　☎３７２－６５０７

　毎年８月１５日に開催している南区戦没
者追悼式は、新型コロナウイルス感染拡大
防止のため休止します。
　健康福祉課　☎３７２－６３１０

●第１４回南区ゴルフ大会
　９月２６日（日）　　湯田上カントリークラ
ブ　　南区在住・在勤の人および賞品協
賛した人　　参加費2,000円（プレー代別
途） 　８月３１日（火）までに同クラブ ☎
0256-57-3040
　南区ゴルフ大会事務局（㈱サルナート吉
運堂内）　☎３７２－１１３７

　①８月１０日②２４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小さな子どもの虫歯予防（子どもの虫
歯予防のために保護者ができること）
　未就園児とその保護者　各日先着8組
　当日直接会場へ

　８月２４日（火）午前10時～正午
　同館　
　「お茶漬けの味」の上映
　先着20人　　同館

　８月４日（水）午後２時～４時
　南区役所

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

催　し
白根お盆野菜市

南区戦没者追悼式 休止

月潟地区公民館　☎375-1050
つきがた映画むら

健　康
献血にご協力を

　掲載を希望する場合は、9月5日号は8月
6日（金）まで、9月19日号は8月25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

市 民 の

情報掲示板情報掲示板

　９月３日～２４日　毎週金曜　午前１０時～正午　全４回
　白根学習館、旧笹川家住宅　　中ノ口川と地域の歴史を学ぶ

　２０歳以上３０人（応募多数の場合は、４回連続参加できる人を優先し抽選）
　８月２２日（日）までに白根地区公民館　　　　
電話（３７２－５５３３）、窓口（午前９時～午後９時）、メール（右二次元
コード）で　※メールの場合は、「R３年南区地域学講座申込」の件名
で①氏名（ふりがな）②郵便番号・住所③日中連絡のとれる電話番号
④参加する回を記入
　受付完了メールが３日たっても届かない場合は、同館に問い合わせてください

回
1
2

3

4

開講日
9/3
9/10

9/17

9/24

内　容
中ノ口川の成り立ち
中ノ口川と地域の発展
重要文化財
「笹川邸」見学
講座の振り返り

※10月22日（金）番外編もあります

講　師
市歴史文化課　長谷川 伸 さん
みなとぴあ　副館長　小林 隆幸 さん
笹川邸ボランティアガイド　吉田 悦郎 さん
（他２名）
みなとぴあ　副館長　小林 隆幸 さん

南区地域学講座
～中ノ口川と地域の歴史～

　２０２１年のジェンダーギャップ指数では、日本は世界１５６カ国中１２０位。特に政
治分野は１４７位と、国際的に見て最も女性の参画が進んでいない状況です。現
状と課題から女性の政治参画について考えます。
　８月２９日（日）午後２時～４時
　新潟ユニゾンプラザ
　講師　政治学者・同志社大学教授　岡野八代さん（オンライン上での講演）
　会場先着２０人、オンライン先着３０人
　（公財）県女性財団へ電話（２８５－６６1０）または「お申込みフォー
ム」（右二次元コード）で
※電話　平日 午前８時半～午後５時１５分、
　　　　土・日曜 午前９時～午後５時

～政治分野の男女共同参画を考える～
ジェンダー平等と政治

地域の方
オンラインツアー

参加者

定期的に
オンライン上で交流
南区情報提供
特別セット販売…etc

月潟まつり「角兵衛獅子の舞」
人数を制限するなど、新型コロナウイルス感染拡

大防止に配慮し、月潟まつりが「角兵衛獅子の舞」
の披露に限定し、６月２７日に月潟農村環境改善セ
ンターで開催されました。会場にはお囃子と口上が
響き渡り、子どもたちが披露するダイナミックな技の
一つ一つに来場者から大きな拍手が送られました。

まちの

どんな
コミュニティにする？
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