
南区民の皆さま、新年あけましておめでとうござ
います。
昨年末に新たなコロナ株が確認され憂慮される一
方で、感染者数は落ち着いてきており、先行きに明る
い兆しが見え始めているようにも感じます。これはワ
クチン接種の進展と区民の皆さまの感染対策へのご
協力のおかげであると思っています。現在、３回目の
ワクチン接種もスムーズに行われるよう準備を進め、

感染拡大防止と社会経済活動の維持の両立に取り
組んでいるところでございますので、引き続きのご協
力をお願い申し上げます。
新型コロナウイルスの感染拡大からほぼ2年が経
ちました。コロナ禍でさまざまな催しが中止となり閉
塞感が漂う中、昨年は何とか将来に地域の伝統行事
をつないでいこうという思いから、６月には白根大凧
合戦が短縮開催として復活し、中ノ口川堤防を若者
が一生懸命凧綱を持って走る姿を見ることができま
した。月潟まつりにおいても角兵衛獅子の舞に限定
し、子どもたちが２年ぶりに披露するなど、しっかりと
コロナ対策を講じながら開催することができました。
また、5年の歳月をかけプラムの重さ世界一を達成
した若手農業者をはじめ、ポストコロナを見据え、商
店街にまち歩きが楽しくなるサイン看板を設置してく
れたまち歩きガイドの会や白根高校生によるボラン
ティア活動など、地域の皆さんの活躍は、私たちに元

気を与えてくれました。
間もなく冬季オリンピック・パラリンピックが開幕
します。選手たちが互いに切磋琢磨する姿に、私たち
は必ずや心揺さぶられることでしょう。また、今年は
大河津分水が通水100周年を迎えます。人々を水害
から守り、豊かな大地を後世に継承するため、分水路
建設に奔走した先人の姿とその偉業に思いを馳せ、
区民の皆さんに安心と安全をお届けし、ウィズコロナ
の時代をどのように乗り切っていくか、区役所では本
年も区民の皆さんと協働して課題解決に取り組んで
まいります。
防災をはじめ、観光交流の促進や生活交通の充実、
産業の活性化と次代を担う後継者育成など、南区ら
しい個性豊かなまちづくりに職員一同努めてまいり
ますので、特段のお力添えをお願いいたします。
新年が区民の皆さまにとって実り多き年となります
よう祈念し、年頭のあいさつといたします。

新年を迎えて

新潟市南区長

五十嵐 雅樹

南区クイズ南区クイズ １５問全問正解した人の中から抽選で
５人に南区の特産品をプレゼント！

１３問以上正解した人の中から抽選で150
人に南区オリジナルグッズをプレゼント！

①本紙３面の回答用紙を切り取り地域総務課
に設置の応募ボックスに投函②ハガキに貼り
地域総務課まで郵送③専用回答フォーム（か
んたん申込み・右下二次元コード）のいずれか
で応募してください。
●締め切り　１月２８日（金）
●郵送先　〒950-1292　南区役所地域総
務課　南区クイズ係
●正解はみなみ風２月２０日号に
掲載予定
●当選者の発表は賞品の発送を
もって代えさせていただきます。

新春

ゴール!!

月潟地区に伝わる伝統芸
能「角兵衛獅子」が市無
形民俗文化財に指定され
たのは平成何年でしょう？
1 15年

2 20年

3 25年

4 30年

昭和8年に建設され、国登録有
形文化財に指定されている旧
白根配水塔の高さは何ｍ？

1 26ｍ

2 33ｍ

3 40ｍ

4 51ｍ

南区の皆さんに
人気のフロアカー
リング。ゲーム内で使用される投
てき物の名前は？

1 フロッカー 2 カールボール

3 スロアー 4 投げ玉

白根の町屋では隣接する町
屋同士の約90cmの 間を
階段や収納として利用して
います。これを何というで
しょう？
1 オシアイ 2 ダシアイ

3 ユズリアイ 4 ヒキアイ

1 信長

白根大凧合戦の大凧組は１３
組ありますが、過去にはあと４
組ありました。「金時」、「四ツ
車」、「三若」とあと一つは何？

2 兼続

3 浦島太郎 4 桃太郎

旧笹川家住宅で玄関の鬼瓦をは
じめ、さまざまな場所に打ち付け
られている紋章は次
のうちどれでしょう？

国内はもちろん世界各地の
珍しい凧を集めた「しろね大
凧と歴史の館」。完成したのは
平成何年でしょう？

1 元年 2 ３年

3 ６年 4 ９年

ル レクチエは甘く柔らかくす
るために追熟させます。追熟
するために必要で、ル レクチ
エ自身からも放出されるガス
の名前は何でしょう？
1 エチレンガス

2 アセチレンガス

3 エタンガス

4 天然ガス

南区を走る区バスは、８区の特産
農産物をモチーフにしたキャラク
ターがデザインされています。南
区のキャラクターは何でしょう？

1 2

3 4

モモ ブドウ

ナシ ル レクチエ

昨年、白根野球場
にスコアボードを
設置しましたが、これは別の野球場
から引っ越してきたものです。さて、
どこの野球場から来たでしょう？

1 東京ドーム 2 小針野球場

3 甲子園 4 鳥屋野運動公園野球場

昭和３６年８月５日の大水害
の際、米俵を土のうの代わ
りに使用し、白根市民を守
りました。この時、使用した
米俵は何俵だったでしょう？

1 2

3 4

39俵 129俵

439俵 1029俵

災害の際に皆さんが避難
し命を守る指定避難所。さ
て、南区内にはいくつの指
定避難所があるでしょう？

1 2

3 4

24 36

48 60

しろね大凧と歴史の
館には大空トイカと
もう一人（一匹？）の
キャラクターがいま
す。その名前は？
1 にゃん吉

2 キャッピー

3 白ねっこ

4 ねこ太

凧組を擬人化し、
南区の代表的な
キャラクターで
ある「凧っこ13人衆」。蝶々三姉妹
のうち、長女は誰？

1 中蝶 2 本新蝶

3 桜蝶 4 実は三つ子

みずみずしく、甘
く、柔らかな白根
のキュウリ。昨年デ
ビューしたキュウ
リのブランド名は？

1 きゅうり王子

2 きゅうりスカイウォーカー

3 きゅうり大王

4 きゅうり男爵

みんなで知恵を出し合ったり、インターネットで調べたりしてクイズを解きながら
ゴールを目指そう。目指せ満点賞！
　地域総務課　☎372－6621　※回答についてはお答えできませんので、ご了承ください

こ

り王子

カイウォーカー

り大王

り男爵

1 武田菱紋 2 十六菊紋

3 桐紋 4 松皮菱紋

あと
半分♪

スタート!

ス

ス

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.354 令和4年1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11月末現在、カッコ内は前月比）：43,550人（－85）　男：21,168人（－37）　女：22,382人（－48）　世帯数 16,427世帯（－15）（住民基本台帳による）



《広告欄》

子育て 児童館・児童センター、子育てひろば モモ
１・２月のイベント

●おみくじ＆絵馬コーナー
　1月5日（水）～31日（月）
　オリジナルおみくじを引いたり、絵馬を
書いたりしてお正月の雰囲気を楽しむ
　直接会場へ

●新年お楽しみ会
　1月15日（土）午後2時から
　かるたや百人一首などのお正月遊び
　小学生以上 先着21人　
　同館

●ちびっこまめまき
　1月29日（土）午前10時半から
　豆まきを楽しむ

味方児童館 ☎201-8346

白根児童センター ☎372-0530

白根南児童館 ☎201-602１
　未就学児と保護者　先着8組
　同センター

●いちごタイム豆まき会
　2月１日（火）①午前１０時半から②午
前11時15分から　 豆まきで鬼退治！
　乳幼児と保護者 各回先着15組
　1月5日（水）から同館

●自由あそび＆ちょっとしゃべり場
　1月11日（火）午前10時～11時半
　白根学習館　
　未就園児と保護者 
　先着8組　
　当日直接会場へ
　白根地区公民館
　☎372-5533

子育てひろば モモ

白根北児童館 ☎379-1260

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～
　１月２2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

「認知症について学びませんか？」
認知症は誰にでも起こりえる脳の病気です。認知症になっても、何も分か

らなくなるわけではありません。周囲の人が正しく理解し、適切に対応する
ことで今までどおりに生活できる人は大勢います。
「認知症について学びたい」と思ったら、最寄りの地域包括支援センター
まで問い合わせて下さい。１０人以上集まる場合は出張講座にも応じます。

どなたでも
参加
できます！

感染症予防対策を
徹底して開催中！

図書館

白根図書館　☎372-5510

南区長杯フロアカーリング大会

室内2時間リレーマラソン大会

●読書会
　1月16日（日）午後2時から　　白根
学習館　　テーマ「小僧の神様」志賀 
直哉／著、新潮社　　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　　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
1月13日・27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

スポーツ 第14回南区長杯フロアカーリング大会
室内2時間リレーマラソン大会

　①会場参加と②オンライン配信のハイブリッド方式で開催します。
　1月22日(土)午後1時半～4時（　午後1時）
　①サルナート吉運堂②ＷＥＢ会議システム「Ｚoom」による配信
　①先着70人②先着100人
　第1部「地域包括ケアシステムの現状」
　第2部「南区における取り組み」
　コーディネーター
　新潟医療福祉大学社会福祉学部　青木　茂 准教授　
①南区社会福祉協議会へ電話（373-3223）またはＦＡＸ（373-6125・

氏名、電話番号を記載）②専用申込フォーム（右二次元コード）から

健康・医療 南区支え合いのしくみづくりフォーラム
「南区における支え合いの地域づくりの現在地」

　1月27日、2月10日・17日(木) 3回コース　午後1時半～3時半
　白根健康福祉センター　
　15人※応募多数の場合は初めての人を優先して抽選
持ち物　飲み物、運動靴、筆記用具
　1月4日(火)～19日(水)に健康福祉課　☎372-6385

健康・医療 ウオーキング講座
健康への一歩を踏み出しませんか

　冬期間はホームタンクからポリタンクへ給油する際などに、灯油を漏らしてしま
う事故が多く発生します。川などに油が流れ込むと、水道の断水や農業・漁業へ
の被害、環境汚染などが発生し、油を漏らした人に対策費用や損害賠償を請求
されることがあります。

次の点に注意しましょう
１ 給油中は絶対にその場から離れない
２ タンクのバルブを完全に閉めたか確認する
３ タンクの配管、ホースなどを点検し、
　傷んでいたら新しい物に交換する
　区民生活課　☎３７２－６１４５

くらし 冬に多発！！
油漏れ事故にご注意ください

3月6日(日)午前８時半～午後１時
白根カルチャーセンター

2月6日（日）午前10時～正午　　同センター
中学生以上。1チーム3～5人。先着25チーム
１チーム1,000円（全員が高校生以下のチームは無料）
1月24日（月）までに同センターに備え付けの申込用紙を提出　☎373－6311

2月3日(木)までに同センター備え付けの参加申込書に参加費を添えて提出　
　地域総務課　☎372-6604

チーム
構成

３～６人

部　門

一般
（中学生以上）

小学生

参加費
（1チーム）

１，０００円

５００円

監督は選手と
兼任可

代表者・監督は
保護者

●１・２月の枝葉・草は「燃やすごみ」で収集します。長さを５０ｃｍ以下
にして、燃やすごみの指定袋に入れて出してください。
●直接施設へ持ち込むこともできます（無料）。※事業系のものは受
け付けません

搬入施設　白根環境事業所　☎371-5070
受け入れ時間　月～土曜　午前8時半～午後0時15分、午後1時～5時
　　　　　　　※祝・休日、1月1日～3日は休み
1本あたりの長さ１ｍ以内、太さは直径１５ｃｍ以内、1束の太さは直径

30cm以内にし、ひもで縛るか無色透明・半透明のポリ袋に入れてください。
　区民生活課　☎372-6145

くらし １・２月は枝葉・草の資源収集はありません

半

紙
面
を
読
む
こ
と
が
難
し
い
人
は
利
用
し
て
く
だ
さ
い
。

こちら
から

南区役所だより　 令和4年1月3日No.354●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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《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

期

1

2

3

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

南
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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
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