
○１番は病気です。防除しても、病気になってしまうことが
あります。

○辞めていく人の分も自分が作り、畑を広げたいと思いま
す。そのためには、技術を高めて、段取りなどうまくでき
るようにならなければと思っています。

○お客さんに「おいしかった」と言ってもらった時です！

○じいちゃんが残してくれたもの！

8月16日（月）、早生品種の「幸水（こうすい）」が初出荷を迎え、いよいよ梨
のシーズン到来です！
今年の「幸水」は、雨が少なかったことで小ぶりですが、日照時間が長か
かったため、甘みの強い梨に仕上がりました。
当日、JA新潟みらい・フルーツフラワーしろねの選果場には、早朝から収穫
された「幸水」が南区全域から次 と々運び込まれました。

選果について

幸水
こうすい

（８月中旬～９月上旬）
豊水
ほうすい

（９月上旬～９月下旬）
あきづき
（９月中旬～１０月上旬）

新高
にいたか

（１０月上旬～１０月下旬）
新興
しんこう

（１０月下旬～１１月下旬）

今年の「幸水」は日光をたっぷり
浴びて、とても甘くなりました。幸水
から始まり、１１月下旬までいろいろ
な種類の梨を楽しめます。コロナ禍
で出掛けられない分、ぜひ家庭でお
いしい地元産の梨を食べてくださ
い。冷蔵庫で軽く冷やし、食べる時
に皮を剥くのがおすすめです。

JA新潟みらい　しろね果樹部会
日本なし専門部役員　小菅 勇二さん

梨農家　大野明日真さん（大郷）

○１番は病気です。防除しても、病気に

梨農家　大野明日真さん（大郷）
梨の名産地大郷地区で生まれ育ち、大好きな祖父が一生懸命梨を作る姿を見て育っ
た大野さん。幼い頃は「枝拾い」などの手伝いが大変で、良い思い出はあまりないと言
いつつも、愛おしそうに梨を見つめる姿が印象的でした。暑い日も寒い日も、おいしい
梨を作るために頑張っている、梨作り２年目の若手農家の大野さんに話を聞きました。

●８月１６日にいよいよ初出荷を迎えますが、今の気持ちは？
（取材日は８月１２日）

○「もう来たか！」という感じです。昨年の初出荷からもう１
年がたったんだなぁと、時間の早さを感じています。

○高校３年生で進路を考えた時です。じいちゃんが「梨、辞
めようかな」って言って…それならば「自分が継ごう」と思
い、進路先を農業大学校にしました。

○とても無口で優しいけど、躾に関しては厳しい人でした。
そして、仕事は１人で淡々とやる。尊敬しています。

○１つ１つの仕事に時間が掛かることです。摘果や袋掛けな
ど、同じ作業をずっとやり続けるので嫌になります（笑）。

○仕事はばあちゃんに教えてもらうことが多いですが、周り
の先輩たちもアドバイスをしてくれ、支えてもらっていま
す。人に恵まれているな、と感謝しています。

●梨農家を継ぐことを決めたのはいつ？

●おじいさんはどんな人でしたか？

●将来「こんなふうにしていきたい」といった未来図は
　ありますか？

●梨栽培の喜びは？

●大野さんにとって「梨」とは？
●梨栽培の苦労や大変なことは？

●困った時はどうしてる？

●梨栽培の敵は何？

おじいさんが残してくれた宝物
を守り、「おいしかった」の言葉
に向かって、これからも走り続
けてほしいです！

里親制度で新規就農を

が

ま
き

は

里親制度で新規就農を
果樹栽培をやってみたいけ
ど「どうすればいいの？」と悩
んでいる人はいませんか？
栽培技術や農業経営につい
ての知識の指導、就農に必要
な農地相談など、
里親（熟練農業
者）がマンツーマ
ンで支援をしてく
れます。

おおまかな流れ

区役所などと面接

体験研修・中長期研修
※アグリパーク・農業大学校での研修

里親研修
※研修期間１～２年

就　農

産業振興課　☎３７２－６５２５

農家がある程度選別した
ものを搬入します。

検査員が傷・色・形などを
チェックし、等級（特秀・秀・
優・良）ごとに選果します。

透過式光センサーで糖度・
熟度・色・サイズにより選
別します。

人の手で丁寧に箱詰めし、
大きな冷蔵庫で出荷を待ち
ます。

1 2 3 4

このように選果された南
区の梨は品質が一定に
なり、おいしい梨だけが
流通します。早いものだ
と翌日には県内のスー
パーを中心に出回り、皆
さんへみずみずしいおい
しさを届けます。

日本な
しの品種リレー

さぁ、梨の品種リレースタート
！

第一走者は甘くてみ
ずみずしい幸水！

しつけ
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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

、
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《広告欄》

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。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

認知症カフェ～より道カフェかけ橋～

区内でも被害が発生中！「特殊詐欺」に注意！ 

　9月25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
※誰でも参加できます。介護の専門職が参加し、気
軽に相談できます

健康・医療

自宅で体温測定・体調確認をし、マスクを着用し来場してください。
健康福祉課　☎３７２－６３８５

「子育てオーエンジャー☆みなみ」は子育て広場を運営する子育て支
援リーダーの集まりです。南区内の児童センター・児童館、子育て支援
センターなどで活動しています。お子さんと一緒にリラックスしませんか。

●かぞくｄｅいもほり
１０月１６日(土)　午前10時～正午　　西脇農園（臼井）
乳幼児とその家族 10組　※応募多数の場合は抽選 
20日（月・祝）までに「かんたん申込み」（右二次元コード）で
健康福祉課　☎372-6351

肺がん・胃がん検診のお知らせ

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。

○１０月の日程

４０歳以上
検診車による胸部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）
無料

肺がん（結核）検診

４０歳以上
検診車によるＸ線撮影（バリウム）検査
受診券、個人記録票、健康保険証、自己負担金

胃がん検診

予約不要

○１０月の日程 要予約・先着順

検診日
10月1日（金）

会　場
白根健康福祉センター

対象地区
全地区

受付時間
9：00~11：30

検診日

10月5日（火）

会　場

白根健康福祉
センター

対象地区

全地区

定員

80人

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

予約 　９月１４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してください
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）

図書館

白根図書館　☎372-5510
●読書会
９月１９日（日）午後2時から 
　白根学習館
　テーマ「サボテンの花」宮部みゆき/
著　文芸春秋　　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　　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

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
●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
９月９日（木）午前11時～同30分
　同館　
　乳幼児向け

本に親しみ
読書の時間を楽しもう

子育て 児童館・児童センター
9月のイベント

●おはなしの時間
　いつもより広い空間で読み聞かせを
楽しみませんか。
　９月１６日（木）午前１１時から
　乳幼児と保護者
　当日直接会場へ

●すくすくひろば　お誕生会
　９月２４日（金）午前１０時半から
　９月生まれのお友だちの誕生会
　未就学児と保護者
　９月生まれのお子さんは当日までに同
館　※その他の人は当日直接会場へ

白根南児童館 ☎201-602１

白根児童センター ☎372-0530
●親子リトミック
　１０月～３月 毎月第3木曜（全６回）
　午前１０時半から
　親子で楽しくふれあいながら音楽に
親しむ
　１歳児と母親　先着８組　　同館

●イラストコンテスト
　９月１２日（日）～１０月２日（土）
　同館で配布する紙に好きなイラスト
を描き、１人１枚出品。投票で入賞者を
決定　　幼児～高校生
　直接会場へ

白根北児童館 ☎379-1260

味方児童館 ☎201-8346

●ＡＴＭを操作してほしい
●お金が戻ってくる

●キャッシュカードを預かる
●暗証番号を教えて

銀行や役所などを名乗り電話をしてくる、このような電話は詐欺です！少
しでも「変だな？」と思ったら、絶対に１人で判断せず、警察や身近な人に相
談しましょう。対策として、常に「留守番電話」にしておき相手が名乗ってか
ら出る、録音機能などが付いた「防犯電話」を活用することも有効です。

子育て 子育てオーエンジャー☆みなみ

白根カルチャーセンター　☎373－6311

スポーツ

　申し込み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問い合わせてください

　窓口、電話、メール（各施設の二次元コード）のいずれか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）②会員番号③受講者氏
名（ふりがな）④電話番号

秋期スポーツ教室　参加者募集　

白根総合公園屋内プール　☎378-4435

教室名
フラダンス
ピラティス（夜）
ヨガ（午前）

期間
10/4～11/29
10/8～11/26
10/2～10/30

曜日
月
金
土

時間
13:30～14:30
20:00～20:45
10:30～11:30

定員
20人
40人
12人

教室名
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）・はじめてバタフライコース

期間
9/27～11/29
9/27～11/29
9/16～11/25
10/15～11/12
9/24～11/26

曜日
月
月
木
金
金

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

定員
20人
20人
15人
20人
15人

期間

9/27～
11/29

曜日

月

時間

10:30～
11:30

定員

各コース
15人

教室名
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

み
ん
な
の

水
泳(

月)

メール

メール

　浄化槽やくみ取り便所から下水道（水洗化）への切り替え工事
をする場合の助成制度です。

対象　処理開始から３年以内の改造工事
助成金額　・１年以内　３０，０００円　・２～３年　２０,０００円
※新築・法人は対象外
　西部地域下水道事務所　☎370-6372

くらし 水洗便所改造助成金

南区役所だより　 令和3年9月5日No.346●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!

小・中学生によって受け継がれる『臼井棒踊り』

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

小・中学生によって受け

 トレジャ
ハンティン

小 中学

地域地域地域地域域域地地域域域
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臼井地区地域推進委員
高野　晃 さん

南区のフルーツをPR！オンラインツアーを実施します
桃、梨、ブドウ…南区産のフルーツがおいしい時季ですね。このおいしいフルーツを
「たくさんの人に知ってもらいたい」という想いから、今年もオンラインツアーを開催します！

フルーツに興味を持った参加者と生産者がオ
ンライン上で交流する取り組みです。事前に参
加者にフルーツを送り、
食べてもらいながら生産
者の話を聞きます。昨年
度は3回実施し、県内外
の参加者約60人に南区
の魅力を伝えました。

「臼井棒踊り」は、文久年間（1861～1864年）に護身用の棒
術として起こったといわれています。4人一組で樫の木の棒を操
り「ぜえご（在郷）のとっさぁ（お父さん）、なあす（茄子）が、やあ
せぇ（安い）」「さす（刺股）立った、また、立った」「きぃつ（キツ
ネ）がなぁ、かぁうぇ、かぁうぇ（かわいい、かわいい）」という掛

け声で活気よく踊ります。
毎年４月２５日に実施される「臼井神

明宮春祭り」で、臼井小学校の４年生が地域の青年団と共に
笛・太鼓のお囃子に合わせて元気いっぱいに踊ります。９月
上旬には臼井中学校の「体育祭」フィナーレで生徒が披露し
ています。末永く踊り続けていけたらと願って止みません。

オンラインツアーとは？

昨年は1種類ずつフルーツを紹介し
ましたが、今年は1回で「桃、梨、ブドウ」
の３種類が楽しめます。協力してくれる
のは「フルーツ童夢やまだ農園」。果物
狩りが楽しめる観光農園です。9月は3
種類のフルーツが堪能できる貴重な時
季だそうです♪ぜひ、南区のおいしい
フルーツを食べ比べてみてください！

昨年との違い

フルーツに込められた生産者のこだわ
りを直接聞けることや、参加者がその場で
質問できることも大
きな魅力です。より
多くの人に参加し
てもらえるよう、生
産者と綿密な打ち
合わせをしました。

オンラインツアーの魅力は？

ター」の上映　　先着６０人　　９月８日
（水）～２０日（月・祝）に白根地区公民館 
電話または窓口

　９月１６日（木）午前10時～11時半
　同館　　苔玉作り講座　　先着15人
　1,000円　　同館

　９月２８日（火）午前10時～正午　　同
館　　「午後の遺言状」の上映　　先着
20人　　同館

　９月１１日（土）～１０月３日（日）午前９時
～午後４時半　　しろね大凧と歴史の館
　新潟交通電車線の写真の展示

　家庭から出る生ごみの減量とリサイク
ルを推進するため「サイチョのマジックダ
ンボール」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

　１０月２日（土）に開催を予定していた
「南区健康福祉フェア2021」は新型コロ
ナウイルス感染拡大防止のため中止しま
す。　　健康福祉課　☎372-6375

　９月１４日（火） 午前10時～11時半　
　白根学習館　
　自由あそび＆ちょっとしゃべり場
　未就園児とその保護者　先着8組
　当日直接会場へ

　白根地区公民館　　乳幼児の保護者
12人（保育あり。6カ月～未就園児８人） 
※どちらも応募多数の場合は
抽選　　9月20日（月・祝）ま
でに同館（☎372-5533）ま
たは「かんたん申込み」（右二
次元コード）で

　９月２１日（火）午後１時半～　
　白根学習館　
　「アイムヒア 僕はここにいる」「ラブレ

員

に
月
し 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

幼児期家庭教育学級
視点を変えてHappy子育て
幼児期家庭教育学級

視点を変えてHappy子育て

シロネシネマ喜楽座シロネシネマ喜楽座

つきがた映画むらつきがた映画むら

月潟地区公民館　☎375-1050
月寿教室月寿教室

催　し
電鉄浪漫パネル写真展電鉄浪漫パネル写真展

その他
段ボールコンポストで
生ごみを堆肥に！

段ボールコンポストで
生ごみを堆肥に！

南区健康福祉フェア2021開催中止南区健康福祉フェア2021開催中止

オンラインツアーイメージ リモートで打ち合わせ中

参加者に送付するフルーツセット

月潟こどもサミット開催

南区・江南区の郵便局長さんたちのボランティア活動に感謝！

「中学生ができること～人とかかわり、誰もが安心できる避難生活を送るに
は？～」をテーマに７月１３日、月潟中学校で月潟こどもサミットが開催されました。
生徒と地域の人でグループを作り、「被災前・被災後に中学生ができること」

について話し合いました。「避難所でお手伝いで
きることって何があるかな？」「近所の人と仲良く
しておいた方がいいよね！」などいろいろな意見
が飛び交いました。
当日参加した五十嵐区長は「ぜひ、皆さんから
の発信で家庭でも話し合い、安心安全な月潟地
区にしてください。」と、生徒たちに伝えました。

７月２３日早朝、南区・江南区の郵便局長が、白根・大
通・庄瀬小学校付近のカーブミラー清掃を実施しまし
た。１２人の局長さんたちにピカピカに磨かれたカーブ
ミラーは、子どもたちが安全に登下校できるよう、高い
場所から見守ってくれます。
９月には、江南区で実施するそうです。

まちまちののの話題

秋は空気が乾燥し、火災が発生しやすくなります！
　稲わら・もみ殻などの焼却は、法律により原則禁止され
ています。焼却中にその場を離れたため火が燃え広がり、
火災に発展した事例もあります。一人一人がルールを守
り、火災ゼロを目指しましょう。
　南消防署市民安全課　☎372-0119 稲わら、もみ殻の焼却は

原則禁止！

区バス・住民バスでもシルバーチケットで「半わり」に
　「シニア半わりりゅーとカード」を持っていない人でもバス運賃が半額になる「シ
ルバーチケット」が１０月１日（金）から、区バス・月潟住民バスでも利用できます。チ
ケット利用には登録が必要です。　　６５歳以上
【方法】

※身分証明書は、現住所と年齢が確認できるもの
※委任状は市ホームページからダウンロード、または地域総務課で配布
　地域総務課　☎３７２－６６０５

登録場所

地域総務課

手続きをする人
利用者本人

代　理　人

必要なもの
身分証明書（コピー不可）
委任状（原本）、利用者本人と代
理人の身分証明書（コピー不可）

時間

10:00

～

12:00

開催日
10/７
(木)
10/14
(木)
10/21
(木)
10/28
(木)

内　容
子育て中の私の自己肯定
感UP

仕事復帰のその前に…

発達を知ると子どもの見
方が変わる
からだメンテナンスしませ
んか？

秋に行われる衆議院議員総選挙では、
右記のとおり投票所を変更します。
選挙管理委員会事務局（地域総務課

内）　☎３７２－６４２１

選挙管理委員会事務局からのお知らせ
前回選挙時の投票所 今回の投票所

白根健康福祉
センター 白根小学校

9/8（水）締切！
参加申し込みは
こちらから※先着順
「ほむすび」ホームページ▶
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