
南区フルーツフェスタ

写真と映画で語る白根大凧合戦と商店街　

フルーツ畑の朝ごはん

白根今昔写真展
「白根大凧合戦と商店街の今昔」

観光農園
プレゼントキャンペーン

しろね大凧と歴史の館
ナイトミュージアム

秋のフルーツ王国・
南区を味わおう！

凧フェス総踊り
オンライン配信・
踊り合戦

観光農園で採れたてのフルーツを使ったいつもと
違う朝食をどうぞ！

　しろね大凧と歴史の館
写真と映画で語る白根大凧合戦と商店街実行委員会（NKSコーポレーション内）　☎245-6000

　今と昔の写真。時代は変化しても、場所や
風景への変わらない「思い」や「思い出」を伝
えます。
　１１月３日（水・祝）～２１日（日）
　午前９時～午後５時

白根今昔クイズ「この写真 今はどこ？」
「この写真のこの場所」はどこでしょ
う？昔の写真の「いま」を当ててくだ
さい！ ※詳しくは右二次元コードから
　１１月6日（土）午後2時から　
先着20人

ドキュメンタリー映画

「白根紙鳶見聞録 凧ノ国」上映
　白根大凧合戦を３年にわたり記録した長編
ドキュメンタリー映画です。美しい画像とナレー
ションで凧合戦の魅力を伝えます。
　１１月3日（水・祝）午前10時半、午後2時
　11月13日（土）午後6時

①凧フェス総踊り
　オンライン配信
　９月２７日まで募集した凧
フェス総踊り動画を11月1日
（月）からYouTubeで配信し
ます。

②凧フェス踊り合戦
チームごとに踊りを披露

し、最優秀賞などを決めま
す。YouTubeで視聴してく
ださい。

笹川邸や観光農園などを巡るスマホを
使ったスタンプラリーです。３つ以上集めた人
には、抽選で南区の農産物などをプレゼント。

しろね大凧と歴史の館　秋祭り

スマホで謎解きスタンプラリー

盛りだくさんのイベントを遊び尽くそう！
11月3日（水・祝）～21日（日）
ウォークラリー（期間中毎日）、和凧・洋凧作

り（期間中の土・日曜、祝日）、ファミリーコン
サート（11月3日（水・祝）午後6時半から）など

　観光農園でフルーツ・きのこ狩りをした人全
員に笹川邸＆しろね大凧と歴史の館無料クー
ポン、抽選で南区産の農産物などをプレゼント！
　10月1日(金)～11月21日(日)

　午後８時まで開館します。凧灯
ろうなどによる光の装飾を施した
夜の凧館の雰囲気を楽しもう！
　11月3日(水・祝)・5日(金)・6日
(土)・12日(金)・13日(土)・19日
(金)・20日(土)
※11月5日(金)か
ら小学生以下の
お子さんに「南区
ノート」プレゼント
（先着200人）　
※入場制限をす
る場合があります

料金など詳しくはホームページ（右二次
元コード）で確認
　各開催日の3日前までに右二次元
コードから

集合時間

午前
９時

定員

各
20人

場所
中村観光果樹園
池田観光果樹園
アグリパーク
フルーツ童夢やまだ農園
白根グレープガーデン

日にち
10/17（日）
10/24（日）
10/31（日）
11/ 6（土）
11/14（日）

　南区フルーツフェスタ実行委員会（NKSコーポレーション内）　☎245-6000 　風と大地のめぐみ実行委員会事務局（産業振興課内）　☎372-6505
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風と大地のめぐみ
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11月21日（日）
まで開催！

「和傘」と「ヒカリ」が織りなす幻想的な笹川邸を体験してください。
10月15日（金）～30日（土）

※「ヒカリ」のライトアップは金・土曜の午後5時半から実施（午後8時ま
で開館。最終入場は午後7時半）。入場制限をする場合があります
　地域総務課　☎３７２－６６０４

笹川邸　和のヒカリ　

令和元年度開催　笹川邸「光の夕べ」

風と大地のめぐみ
詳しくはこちら

大人・・・・・・・・・・・・・・・・・・４００円
小・中・高校生・・・・・・・２００円
未就学児は無料
休館日：第2・第4水曜日

大人（高校生以上）・・５００円
小・中学生・・・・・・・・・・・・3００円
未就学児は無料
休館日：月曜日

公共施設無料開放デー
１０月9日（土）・１１月３日（水・祝）・１１月14日（日）　　
しろね大凧と歴史の館＆笹川邸の入館料が無料！

大人・・・・・・・・・・・・・・・・・・４０
小・中・高校生・・・・・・・２０
未就学児は無料

０
０

しろね大凧と歴史の館　
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中学生・・・・・・・・・・・小・中
学児は無料未就

円
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大
小
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笹川邸　

入館料

令和元年度開催　笹川邸「光の夕べ」

・・５００円・・・・・・・・・・・・・・・・・・４００
ね大凧と歴史の館　

人（高校生以上）・大人円 大
川邸笹川

入館料 ※どちらの施設も土・日・祝日は中学生以下無料

風と大地のめぐみ

白根大凧合戦と商店街 笹川邸

風と大地のめぐみ
行楽シーズン到来！遠くへ出かけるのが難しい今だから

こそ、区内の魅力を再発見できる「秋は南区！フェスタ」で
実りの秋、芸術の秋を満喫しよう♪

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.348 令和3年10月3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8月末現在、カッコ内は前月比）：43,756人（－13）　男：21,277人（－15）　女：22,479人（＋2）　世帯数 16,453世帯（＋6）（住民基本台帳による）



《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。
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

「おれんじサポート」を知っていますか？
○認知症は誰でもなる恐れのある病気で、２０２５年には６５歳以上の５人に１
人が認知症になるといわれています。早期に診断し適切に対応することで、
症状の進行を遅らせたり、悪化を予防することができます。
○「認知症だと思われるが医療や介護につながらない人」などに対して、「認
知症初期集中支援チーム」（おれんじサポート）がお手伝いします。認知症の
専門医・看護師・精神保健福祉士といった複数の専門
職で構成され、かかりつけ医や関係機関と連携しなが
ら、受診や介護サービスの利用につなげます。「家族
が認知症かもしれないが病院に行きたがらない」など
の悩みがある人は、最寄りの地域包括支援センターま
たは担当のケアマネジャーに相談してください。

認知症カフェ～より道カフェかけ橋～

　１０月２３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　
※認知症の人が楽しく活動でき、介護をしている
家族は悩みなどを語り合える場所です。認知症
や介護の相談もできます。

相談支援専門員が、障がいの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。

月～金曜　午前８時半～午後５時半
秋葉区役所　2階
同センター　☎0250-25-5661　FAX0250-47-7106　
メール　右二次元コードから　　

図書館

白根図書館　☎372-5510
●読書会
１０月１７日（日）午後2時から 
　白根学習館
　テーマ「債鬼」内田 百閒/著 小学館
　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
１０月１４日・２８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
１０月のイベント

●ハロウィンウィーク
　１０月２５日（月）～３１日（日）
　ハロウィンを楽しもう
　直接会場へ

●すくすくひろば　お誕生会
　１０月１５日（金）午前１０時半から
　１０月生まれのお友達の誕生会
　未就園児と保護者
　１０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
●ハロウィンウィーク
　１０月２３日（土）～３１日（日）
　「ハロウィンミッケ」や「あいことば
チャレンジ」など
　直接会場へ

●ちびっこ広場～ハロウィン～
　１０月２７日（水）午前１０時半～50分
　親子で仮装して楽しもう！（「トリック
オアトリート」の合言葉で何かが起きる
かも？）　　乳幼児とその保護者
　直接会場へ

白根北児童館 ☎379-1260

味方児童館 ☎201-8346

子育て 子育てひろばモモ
白根地区公民館　☎３７２－５５３３

スポーツ

　申し込みには事前に施設窓口で「スポーツ教室会員登録」が必要です。
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（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
　小学生　　１，９００円

キッズヒップホップ教室
白根カルチャーセンター　☎３７３－６３１１

健康・医療 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
担当エリア：南・江南・秋葉区

相談内容

相談方法

〇生活　〇健康や医療　〇お金の管理　〇保育や教育
〇働くこと　〇成年後見制度などの権利擁護

〇来所　〇電話、FAX、メールなど

ー

公共交通情報コーナー 南区バス・住民バスは一部区間で
フリー乗降が出来ます

区バス・住民バスの一部の区間では、バス停以外の場所でも乗り降りできるフ
リー乗降を導入しています（午後４時以降はフリー降車のみ）。バスの沿線上であ
れば、自宅に近いところで乗降することが可能です。

●利用方法
フリー乗車… 道幅が広く安全で、見通しの良い道路の

左側で待ち、バスが来たらはっきりと手を
上げて合図をしてください。

フリー降車… 乗務員に「降車します」と口頭で早めに伝えてください。
　地域総務課　☎３７２－６６０５

●対象区間　※詳しいルートは「公共交通ガイド」で確認してください
区バス・住民バスルート
北部ルート
新飯田・茨曽根ルート
東部ルート　
月潟住民バス

区　間
松橋ふれあいセンター前～根岸

茨曽根小学校前～新飯田横町

千日～大別當、東長嶋上～木滑下

感染症予防対策を徹底して開催中！

　①１０月１２日②２６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親子のふれあい♡ベビーヨガ
　①未就園児とその保護者(０歳児から可)　②０～１歳前後の乳幼児と保護者
　各日先着8組
　②バスタオル、飲み物
　①当日直接会場へ　②10月19日（火）までに白根地区公民館

期間
11/10～12/22

曜日
水

時間
17:00～18:00

回数
７回

定員
３０人

昨年、市内で交通事故で亡くなった人のうち、約半数が６５歳以上でした。また
歩行中の事故が高い割合を占めています。
年齢を重ねると若い頃に比べ視野が狭くなります。車が少ない道路でも、横断

する際には、確認する方向に体をしっかり向け、遠くまで安全を十分に確認してか
ら渡りましょう。
また、夕暮れ以降に外出する際は、明るい衣服や夜光反射材を身に着けるなど、
自分の存在を周囲に知らせましょう。
　地域総務課　☎372-6431

くらし 高齢者の交通事故防止
横断する時はしっかり確認を！

最
新
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時間内出入自由。
どなたでも
参加できます!

南区役所だより　 令和3年10月3日No.348●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!

鷲ノ木大通川の「ヒツジグサ」

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

鷲ノ木大通川の「ヒツ

 トレジャ
ハンティング

鷲ノ木
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鷲巻地区地域推進委員
羽貝　栄さん

オンラインツアー『観光農園in新潟のフルーツ王国』を実施しました
「みなみ風」9月5日号で紹介したオンラインツアーを9月12日に実施しました。配信内容や参加者
の様子をご紹介します！

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。新型コロナ
ウイルス感染症の影響で移動が制限されてい
る中でも「南区の魅力を発信したい！」「オンライ
ンを活用し、楽しく南
区をPRできないだろ
うか？」そんな想いか
らオンラインツアーを
実施しました。

桜遊歩道公園は鷲ノ木大通川の両側に遊歩道が整備され
ており、散歩コースとして親しまれています。春には約８０本の
ソメイヨシノの開花に合わせて「桜・灯ろう祭」が開催され、川
面に映る幻想的で美しい桜並木を見ようと多くの来場者で賑
わいます。また、鷲ノ木水門の下流はヘラブナの釣り場としても
有名です。
鷲ノ木橋より遊歩道を上流側に少し歩くと「ヒツジグサ（未草）」を見ることがで

きます。花の大きさは3～7cm。真っ白で可憐な花です。
花期は6～9月、日本原産の固有種です。
「ヒツジグサ」という名前は、未の刻（午後1時～3時）
頃に咲くことに由来しているといわれていますが、実際
は午前中に開花し夕方に閉じます。
絶滅危惧植物にも指定されているこの花を皆さんも

一度見に来てください。　　鹿島神社裏付近

どんなツアー？？

東京・福島・埼玉といった県外の人を含む、30人が参
加しました。さまざまな質問もあり、生産者と参加者の交
流する姿が印象的でした。家
にいながらフルーツ狩り、真
剣勝負のフルーツリンピック
…フルーツをテーマに楽しく
南区の魅力に触れてもらえま
した。今後もさまざまな切り口
から楽しく南区をPRしていき
たいです♪

参加者の様子

自宅にいながら旅気分を味わえたり、オンラインならで
はの体験ができるところが魅力です。今回は生産者から
フルーツ狩りのコツを伝授してもらい、画面越しにフルー
ツ狩りを楽しむ「バーチャ
ルフルーツ狩り」や、ブド
ウを食べる速さを競う
「フルーツリンピック」な
ど、一風変わったイベント
を盛り込み、体験してもら
いました。

オンラインツアーの見どころは？

　南区在住の凧コレクターが集めた津軽
凧を展示します。　　１０月９日（土）～１１
月３日（水・祝）　　しろね大凧と歴史の
館　　同館　☎372-0314

作品展示
　１０月２０日（水）～１１月３日（水・祝）午
前９時～午後９時　　豊栄地区公民館
アーティストトーク＆ワークショップ
　１０月３０日（土）午後１時半～４時
　同館　　鋳造技法を使ったキーホル
ダー、ブローチ制作　　５００円　　１０月
２２日（金）までに同館　☎387-2014

①定期的な保守点検（保守点検業者に委
託）②年１回以上の清掃（浄化槽清掃業者
に委託）③年１回の法定検査（受検の手続
きは保守点検(清掃)業者に委
託可）
業者の一覧は右二次元コード
　区民生活課 ☎372-6145

●お寺でヨガ
　各回先着10人　　西永寺（白根商店
街内）　　ヨガマット（貸出あり）、水、タオ
ル　　各回１，０００円※イスヨガは５００円

　同寺　☎372-4231 ※留守電の場合
は、名前、希望日、連絡先を入れてください

１０月１９日（火）午後1時半～　　白根
学習館　　「米百俵　小林虎三郎の天
命」の上映　　先着60人　　10月6日
（水）～18日（月）に白根地区公民館　電
話または窓口

　１０月２６日（火）午前10時から　
　同館　　「スープオペラ」の上映　
　先着20人　　同館

　１０月１４日（木）午前10時～11時半
　同館　　おいしい水ができるまで
　先着15人　　同館

　１０月１３日（水）午後１時半～３時半
　トヨタモビリティパーツ㈱新潟支社（北
田中）　　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

員

で
。

） 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
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
つきがた映画むらつきがた映画むら

健　康
献血にご協力を献血にご協力を

月寿教室月寿教室

催　し
津軽凧展津軽凧展

古川敏郎彫刻展―闇を行く―古川敏郎彫刻展―闇を行く―

その他

市民の情報掲示板

浄化槽は適切に管理しましょう浄化槽は適切に管理しましょう

申し込みページの画像 フルーツ狩りのコツを解説中 ブドウ棚の下で配信中

「小中合同学校運営協議会」開催
８月２日に白根学習館で、「白南中学校区小中合同学
校運営協議会」が開催されました。
この協議会は令和４年度に市内の全ての中学校区に
設置される予定ですが、白南中学校区では令和2年度か
ら地域と共に活動しています。当日は、白南中学校と新
飯田、茨曽根、庄瀬小学校から委員などが集まり、各校
の実践事例を発表しました。どの発表からも「地域総がかりで子どもたちを育て
る」といった、子どもたちを健やかに育んでいくという強い気持ちを感じました。

天まで届け！ペットボトルロケット
夏休み中の８月６日、白根小学校で新潟南地区少年

警察ボランティア連絡協議会主催「’２１シロウネ・ふるさ
と塾」が開催されました。参加した７人の小学生は、ボラ
ンティア協議会・白根高校ヤングボランティアから、一つ
一つ説明してもらい完成を目指しまし
た。「難しいよ～」などの声も上がりまし
たが、頑張って自分のロケットを完成さ
せました。最後はみんなで「完成バンザ
～イ！」と喜び合い、グラウンドに出てい
ざ発射！ロケットは空高く上がりました。

まちまちののの話題

令和３年度新潟市ドキドキ・ワクワクスポーツふれあい促進事業

「ドキドキ・ワクワクふれあいサッカー教室」
未経験者から経験者まで、誰でも安心して参加できる教室です。ア

ルビレックス新潟サッカースクールコーチが丁寧に指導します。
１０月３１日（日）午後３時１５分～５時　　白根カルチャーセンター
区内在住の小学生　先着６０人　　１０月４日（月）午前１０時～２４

日（日）午後６時に、アルビレックス新潟オフィシャルホームページ（右二
次元コード）の「お申込みフォーム」または専用の「参加申込書」に必
要事項を記入してＦＡＸ（２５７－０１５６）で　　アルビレックス新潟サッ
カースクール「新潟市ふれあいサッカー教室」係　☎２５７－０１５５

ご協力いただいたフルーツ童夢やまだ農園さん▶

８月４日、新潟南警察署で区防犯協会白根支部
理事の星野正春さんに表彰状が贈られました。県
外で長年生活し、故郷に戻った星野さんは「地域社
会に貢献し、恩返しをしたい。」という思いを胸に、
10年の長きにわたり啓発活動などを中心とした防
犯活動に従事しています。今後も区の安心・安全な
まちづくりのため活躍してもらいたいと思います。

防犯活動功労者表彰

時間曜日

土

開催日
10月
9、16日
11月
6、13、20日
10月30日
11月27日

内容
①すっきり
ヨガ
②ぐっすり
ヨガ
イスヨガ
(高齢者向け)

①11:00
～12:00
②19:00
～20:00
11:00～
11:45
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