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《広告欄》

前田 し推推
みなみーて地域応援隊の活動を紹介　

maeda
oshi!

統計功労者表彰

福祉授業開催！ 新飯田小学校４年生
南区社会福祉協議会の協力で「総合的な学習の時間」に福祉のことを学びました。

11月30日に統計調査員として長年勤められて
いる樋口克秀さんが「総務大臣表彰（労働力調
査）」を受けられ、五十嵐区長から伝達されました。
樋口さんは10年前に調査員に登録し、３７もの

統計調査に従事してきました。
「雨や風の日には書類が濡れたり飛ばされたり
することがないよう注意しながら取り組みました」
と、これまでの調査を笑顔で振り返りました。

まちまちののの話題

住み郷南区支部　表彰式
　12月１日、区役所で住みよい郷
土推進協議会（住み郷）南区支
部の市長感謝状と会長表彰状の
伝達式が行われました。
　住み郷は自治会・町内会が会
員となり、地域の環境美化などに取り組んでいます。
　この日、長年にわたり会の活動に取り組んできた功労者と組織に五十嵐区
長から感謝状・表彰状が伝達され、感謝の言葉が伝えられました。
市長感謝状（優良組織）　道潟自治会
市長感謝状（功労者）　　小林　清　様
住み郷会長表彰（優良組織） 新村自治会、鷲巻地区コミュニティ協議会、
 中笠巻資源保全会　　

　地形図の作成のため、現地調査を実施
します。土地の状況や施設の名称などの
確認に市の委託を受けた測量従事者（身
分証を携帯）が敷地内に立ち入ることが
あります。　 中央環状線周辺地区、白
根バイパス保坂～戸頭周辺地区、味方地
区、西白根地区　　３月中旬まで　
　都市計画課　☎226-2679

　区内の保育園・こども園の子どもたち
が色を塗った凧絵を展示します。

時間 午前９時～午後４時半 休館日 第２・
４水曜　　同館 ☎372-0314

1月10日（月・祝） 正午～午後2時半
コワーキングスペースSOW（白根2913
ナカザワビル1F）※のぼりが出ています
　温もりのある安心できる場所でカレーラ
イスを提供します　　先着100人
　子ども100円 大人300円
　白根ライオンズクラブ ☎372-6088

　１月１８日（火）午後1時半から
　白根学習館　
　「白鳥物語」、「芦沼」の上映
　先着60人
　1月5日（水）～1月17日（月）に白根地
区公民館　電話または窓口

　1月10日(月・祝)午前10時～正午、午
後1時半～4時　　イオン白根店
持ち物　献血カードまたは献血手帳※初
めての人は運転免許証など本人確認の
できるもの　　当日直接会場へ
（協力団体　白根ライオンズクラブ）

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

市民の情報掲示板
白根大凧と歴史の館
ちびっこ凧絵展

白根大凧と歴史の館
ちびっこ凧絵展

子ども食堂　昭和もりもり食堂子ども食堂　昭和もりもり食堂

その他
地形図現地調査にご協力を地形図現地調査にご協力を

新潟経営大学の学生は「グリーンツーリズム※」をテーマに県
内各地を訪れ、地域の皆さんからお話を聴いています。今回「みな
みーて地域応援隊の活動と、
南区の魅力を学生に伝えてほ
しい」との話が大学からあり、視
察を実施することになりました。

※グリーンツーリズム・・・都市で
生活している人が農村などで休暇
を過ごすこと

南区視察アシストのきっかけ
南区を初めて訪れたという学生が多く、果樹栽培や農
業がとても盛んであることに驚いていました。南区の他の
場所も見たいという声も聞かれました。
私からは「大学生が訪

れたくなるグリーンツーリ
ズムを考える」という課題
を出し「農業×観光」を実
現するアイデアをみんな
で真剣に考えました。

大学生の反応、感想

○学生が作ったツアー案
　・アグリパークで農業体験ツアー
　・見て、食べて、学ぶ！フードツアー
　・五感満足！ アグリツアー
　どれも魅力的！ このアイデアをもと
に、南区版旅行ガイドブックがつくれた
ら…と検討中です。お楽しみに♪

南区視察のアシストを終えて

アグリパークでの視察の様子 地域の方から話を聞きました 「どんなツアーができる？」と考え中

①９月２８日
ゲストティーチャーに視覚障がい者の板谷真
知子さんを迎え、日々の生活について話を聞きま
した。「どのようにして文章を読むのですか？」の
質問に、板谷さんは自身が使用しているパソコン
から音声で県内ニュースを流し、文字を読む代
わりに音声から情報を取得できることを子どもた
ちは学びました。

②１０月１４日
視覚障がい者には「音声」が強い味方であるこ

とを知った子どもたちは、板谷さんに授業の感想を
音声で贈ることにしました。区役所だよりの音声訳
を作成している「音声訳ひばり会」の皆さんから
「ゆっくりと目の前に板谷さんがいるような気持ち
で読みましょう」などのアドバイスをもらい、授業の
感想を心を込めて録音しました。

③１０月27日
聴覚障がい者で市ろうあ協会の会長を務める柳博明さんが「聞こえないと

いうこと」を手話で話しました。「全員が手話をできれば一番良いが、筆談や
ジェスチャーで会話をすることが多い」「テレビは字幕を見る」「ファクスが来る
と赤色灯（パトライト）が受信を知らせてくれる」な
ど、生活の一部を説明しました。
「耳が聞こえなくて怖いことは何ですか？」の質
問に「災害です。最初に伝えてくれるのは、テレビ
からの音声。すぐには分からないので怖いです」と
回答しました。最後に子どもたちは手話を交えた合
唱で感謝の気持ちを伝えました。

日々の生活について話す板谷さん

感想を音声で吹き込みました

柳さんから手話を教わりました

公共交通情報コーナー スマホ・パソコンで
運行情報を検索できます

　インターネットの「にいがたバス乗換案内サイト」で南区バス・月潟住民バス
の運行経路や発着時刻、バス停の位置などを検索できるように
なりました。南区バス・月潟住民バスと路線バスとの乗り換えも簡
単に調べることができます。※詳しくは市ホームページ（右二次
元コード）から　　都市交通政策課　☎２２６－２７５０
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期日 保育園・こども園

1/15（土）
～30（日）

臼井、白根、白根おおぞら、
新飯田、にししろね、月潟

2/5（土）
～20（日）

あかね、大鷲、ガデリュス・
いぶき、小林、白根そよ風、
白根はじめ

2/26（土）
～3/13（日）

あじほ、大通、白根カトリッ
ク、諏訪木、根岸、古川健康・福祉

献血のお知らせ献血のお知らせ

新潟経営大学の南区視察をアシスト
11月19日に新潟経営大学観光学部の学生17人が南

区を訪れ、学生の視点から「南区ツアー」を考えました。

Ｑ１ □① □② □③ □④
Ｑ２ □① □② □③ □④
Ｑ３ □① □② □③ □④
Ｑ４ □① □② □③ □④
Ｑ５ □① □② □③ □④
Ｑ６ □① □② □③ □④ 
Ｑ７ □① □② □③ □④ 
Ｑ８ □① □② □③ □④

Ｑ9 □① □② □③ □④
Ｑ10 □① □② □③ □④
Ｑ11 □① □② □③ □④
Ｑ12 □① □② □③ □④
Ｑ13 □① □② □③ □④
Ｑ14 □① □② □③ □④ 
Ｑ15 □① □② □③ □④ 

南区クイズ
回答用紙

正解だと思う番号に
□を付けてください

※応募方法は南区役所だより本号1面を確認してください

お名前 電話番号

ご住所
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南区役所だより　No.354 令和4年1月3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


