
地域コミュニティ協議会は「コミ協」と呼ばれ、自ら
地域のまちづくりなどに取り組む組織です。南区では
小学校区を基本として、地域生活センターや味方・月
潟出張所に事務所を置いて活動しています。

自治会・町内会の主な活動

自治会・町内会のほか、民生・児童委員、Ｐ
ＴＡなどが構成員となり、担当地域全体に渡
る課題や自治会・町内会単位では対応が難し
い広域的な課題に市と協働して取り組みます。

・地域の「安心・安全」…防犯灯の維持管理、防災訓練
・青少年健全育成…非行防止活動
・地域福祉活動…「地域の茶の間」の開設
・環境美化…ごみ集積場の管理、クリーン作戦の実施
・文化活動…祭りなどの行事の実施
・情報提供…会報の発行
・親睦…運動会・親睦旅行などの実施

広域的な課題の解決！ 身近な課題の解決！
私たちにもっとも身近な住民自治組織です。
地域に住む人たちが、日常生活のさまざまな
問題を共同で解決し、よりよい地域をつくるた
めに、自主的に活動します。

P新飯田フロアカーリング教室・大会
●新飯田スマイルプロジェクト
●花と緑の教室

令和3年度の主な活動 地域福祉、防災・防犯、教育、環境美化など広域的に取り組んでいます。 Pは写真の事業です

新飯田コミュニティ協議会

住んでいる地域をよりよくするためにコミ協の活動に協力しましょう！

約50人の参加者が勝利を目指して
フロッカーを投げました。

P子ども・子育て支援事業
●環境美化活動事業
●健康寿命延伸事業

コミュニティ茨曽根

iPadでプログラミングを学び、
車を走らせました。

P花火大会
●庄瀬のいいとこみ～つけたっ
　フォトコンテスト
●災害を乗り越えられるまちづくり

（地区防災計画
作成）

庄瀬地域コミュニティ協議会

38発の花火が
庄瀬の夜空を
彩りました。

見学に来る人をおも
てなしするため、色
とりどりのお花を植
えました。

P自主防災会役員研修
●白根高校生による検診PR事業
●こばやしの歴史地図作成講座

小林コミュニティ協議会

災害に備え、日頃の準備、心構
えなどの共有を図りました。

P健康教室
●自主防災研修会

臼井地区コミュニティ協議会

ヨガ教室を年を通して実施し、
美容と健康に役立てています。

P大郷食育
●大郷花いっぱい運動
●大郷地域交流事業

大郷地区コミュニティ協議会

みんなで野菜を育て、食べ物の
ありがたさを学びました。

P笹団子・ちまきをつくろう
●緑のカーテン・花いっぱい運動
●お正月を迎える寄せ植えつくり

鷲巻地区コミュニティ協議会

15人が参加し、新潟名物の作り
方を学びました。

Pふるさとまつり（どんど焼き）
●健康体操

根岸地域コミュニティ協議会

新型コロナウイルスの収束などを
燃える炎に祈願しました。

P大通ふれあいの集い
●防災講座
●夜間安全防犯パトロール

大通コミュニティ協議会

感染症対策を行い、お楽しみ会
を中心に開催しました。

P旧白根配水塔花いっぱい運動
●健康ウオーキング講座
●地域学習支援事業

白根コミュニティ協議会

P笹川邸フラワーガーデン
●味方地区防災訓練
●味方地区一斉クリーン作戦

味方地区コミュニティ協議会

味方中学校の生徒と協働し、
美しい花壇を作り上げました。

P伝統文化継承事業
●環境美化事業
●防災講座

月潟コミュニティ協議会

世代間交流を図りながら、
お正月飾りを作りました。

地域コミュニティ協議会　１２組織 自治会・町内会　２３９組織

民生・
児童委員
協議会

青少年
育成
協議会

自治会
町内会

など

PTA

協
働

地域総務課　
☎372-6605

自治会・町内会との違いは？
知っていますか！？

コミュニティ
協議会
地域コミュニティ協議会（コミ協）って
なーに？

区　役　所

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.356 令和4年2月6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12月末現在、カッコ内は前月比）：43,519人（－31）　男：21,152人（－16）　女：22,367人（－15）　世帯数 16,427世帯（±0）（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
子育てオーエンジャー☆みなみ
２・３月のイベント　※各施設は2月13日（日）まで休館

●10周年イベント
　2月１9日（土）～3月21日（月・祝）
スタンプカードの配布は3月6日（日）まで
　スタンプを集めて景品をゲット
　児童とその保護者 　当日直接会場へ

●おひなさま工作
　2月24日（木）～3月3日(木)午前9時～
正午※3月1日（火）は除く
　つるし雛を作って飾る
　未就学児とその保護者 各日先着3組
　当日直接会場へ

●ひなまつり工作
　2月26日（土）～28日(月)
　おひなさまコマを作って遊ぶ
　当日直接会場へ

　
●おりがみキッズ　3月のカレンダー作り
　2月25日（金）～26日(土)
　春をモチーフにした折り紙を折り、カ
レンダーを作る　　小学生
　当日直接会場へ　

白根児童センター ☎372-0530

白根北児童館 ☎379-1260
　①2月22日②3月8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育ち合いトークカフェ 子育ての悩み
や不安をみんなでゆるりと考えよう　
　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　☎372-5533

●マリンひろば
　2月22日（火）午前10時半～11時
　子育て支援センターマリンキッズ（ガ
デリュス・いぶき保育園併設）　　絵本
の読み聞かせ　　乳幼児とその保護
者 先着5組　　2月21日（月）までに同
センター　☎362-3355
●ほっぺちゃんひろば
　３月３日（木）午前10時～11時
　白根児童センター　　鷲尾助産師
さんに聞いてみよう！
　乳幼児とその保護者 先着12組
　3月2日（水）まで
に同センター　
☎372-0530

子育てひろば モモ

子育てオーエンジャー☆みなみ

味方児童館 ☎201-8346

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

2月は県高齢者見守り強化月間
周囲の高齢者にこんな異変はありませんか？
●ひとり暮らしや高齢者のみの世帯…特に温かい見守りが必要です。
　◦新聞がたまっている
　◦夜になっても電気がつかない
　◦洗濯物が出しっぱなしになっている　など
●認知症…誰でもなり得る認知症。周囲のサポート、関わり方が大切です。
　◦何回も同じ話をするようになった
　◦季節に合わない服装をする
　◦不自然な時間に出歩いている　など
●悪質商法…次々と被害に遭うことも。相談は市消費生活センターへ。
◦見慣れない人が出入りしている
　◦未開封の段ボール箱がたくさんある など
「いつもと様子が違う」と感じたら、地域包括支援
センターや民生委員などに連絡してください。

認知症カフェ～より道カフェかけ橋～
　2月26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

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
●読書会
　2月20日（日）午後2時から　
　白根学習館
　テーマ「壁抜け男」マルセル・エーメ
／著、理論社　　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
※まん延防止等重点措置適用期間中
は中止します

月潟図書館　☎375-3001
●えほんのへや（絵本の読み語り）
　2月19日・26日（土） 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
　2月24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

くらし 廃食用油の回収事業を終了します

募　集 公民館講座案内
楽しく学んで心豊かな生活を

白根地区公民館　☎372-5533　FAX372-5513

味方地区公民館　☎373-4788　 FAX373-4789

出し方
・新聞紙などの紙に染み込ませる　・市販の凝固剤を利用する　　
排水口や道路側溝には絶対に流さないでください。環境に悪影響を
及ぼし、配管詰まりの原因になります。　　環境政策課　☎226-1365

くらし 令和3年　区の火災件数
火の用心に努めましょう！

令和3年中の区の火災件数は９件で、令和２年と同
数でした。「火を扱う時はその場を離れない」「住宅用
火災警報器を適切に設置する」など、今年も引き続き
防火を意識し、火災のない「安心・安全」な南区を目指
しましょう。　　南消防署市民安全課　☎ 372-0119

白根南児童館 ☎201-602１

主な原因

計 ９件
その他 ５件
マッチ １件
こんろ １件
電気 ２件

●もっと笑顔がふえる！孫育て＆たまご育て講座
　3月14日(月)午前10時～正午　　白根学習館　　最近の子育て事情や子育
て世代とのコミュニケーションの取り方　　幼児期までの孫がいる・
孫が生まれる予定の人、テーマに関心がある人　先着15人
　2月9日(水)～3月7日(月)に電話、窓口、かんたん申込み（右二次
元コード）のいずれかで白根地区公民館
●しろね市民大学

　南区及び近隣に在住の人　　白根学習館ほか　　3月14日(月)までに同館に
備え付けの申込書を窓口、ＦＡＸ、郵送（〒950-1477 南区田中383）のいずれか
で白根地区公民館　※講座費など詳しくは問い合わせてください

　同館　　2月16日(水）までに氏名・郵便番号・住所・電話番号・希
望の回を電話、ＦＡＸ、メール（右二次元コード）のいずれかで同館

期間

4～3月

5～12月

4～3月

区分

教養講座

音楽・美術
講座

科学講座
子ども講座

講座名
川柳と遊ぼう
初歩の茶道
華道
書道（午前の部・午後の部）
実用習字
コーラス
オカリナ
洋画
自然観察会
楽しい子ども将棋

定員
15人
10人
10人
各15人
15人
40人

25人
25人

20人
20人

回数

24

16
24

20
9
22

区役所などで廃食用油を回収していましたが、3月までで終了し
ます。4月からは「燃やすごみ」として出してください。

詳しくはこちら

講座名
歴史講座

女性セミナー

定　員
先着25人
成人女性　
各10人
(応募多数の場
合は抽選)

内　容
中ノ口川の成り立ち
自分に似合う色
「パーソナルカラー」を学ぶ
自分の「骨格タイプ」を活かした
洋服のスタイルを学ぶ

日　時
2/22(火)13:30から

3/ 6(日）13:30から

3/13(日）13:30から

最
新
の
情
報
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
や
各
記
事
の
　
・
　
に
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

南区役所だより　 令和4年2月6日No.356●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



《広告欄》

前田 し推
みなみーて地域応援隊の活動を紹介　

maeda
oshi!

恙虫神社

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

庄瀬地区地域通信員
田村 義三郎さん

雇用開始 3月以降
作業内容 区内農家の農作業（枝拾い、受粉、袋掛け、収穫、出

荷などの農作業全般）※後日説明会を実施します
時　　給 860円から　※作業内容により異なります
勤務時間 1日に5時間30分（作業内容、時期により変更あ

り）、週30時間以内
　2月7日(月)～28日（月）に同公社。電話（372-5024）または
メール（右二次元コード　住所、氏名、年齢、連絡先を記入）

言い伝えによると、文化年間（１８０４～１８１８年）の後半から
信濃川が氾濫するたびにツツガムシの毒素により高熱で死亡
する人がいました。科学の発達により病原菌が突き止められ、
明治３０（１８９７）年に男性３人が亡くなった以降の発生はない
ということです。
つつが虫病の犠牲者を悼むため、昭和１５年頃、古川新田の
渡船場辺りに小さな祠が建てられました。これを平成８年９月２日に村の１２世帯が
移設・建立したのが庄瀬地域の恙虫神社です。現在も地域の人たちが５月と８月

に供養のお参りを続けています。
旧白根市内では、臼井、下八枚の清神社、茨曽根
下茨の須賀神社がツツガムシと関連する神社で、建
立は明治二十年以降のようです。またツツガムシは
「シマムシ」「シマムシガミ」「シマガミ」など地方によ
っていろいろな呼ばれ方をしています。
古川新田　信濃川河川敷

区　政

　南区まちづくり活動サポート事業募集要項について　ほか　※会議内容は、区
ホームページや地域生活センターなど区内の公共施設で閲覧可能
【次回の自治協議会】　　２月２４日（木）午後2時から　　南区役所
 傍聴　定員10人　　地域総務課　☎372－6605

第7回　南区自治協議会（概要）
書面により開催しました

「地域を支える仕事人の図鑑」
制作発表会
１２月１７日に白根高校で「地域を支える仕事
人の図鑑」の発表会が行われました。２年生一人一人が興味のある「地域の仕
事人」約７０人にインタビューを実施。その内容を編集し、「仕事」ではなく「人の
魅力」を伝える冊子を完成させました。生徒たちは「地域の人の話を聞いて世界
が変わった」「仕事への熱意を知り、視野が広がった」「自分の将来についてじっ
くり考えた」「失敗を恐れず何でも挑戦しようと思った」など感想を発表しました。

まちの

１２月１０日、ゲストティーチャーに視覚障がい者の石
川さんと岩崎さん、盲導犬のジヨンとタルトを迎え、目
の不自由な人の生活や盲導犬について学びました。
「盲導犬を連れている人や白い杖を持っている人が
困っている様子だったら『どうしましたか？』と声を掛け
てほしい」「ハーネスを着けている盲導犬は、歩行誘導
の仕事中。声を掛けたり触ったりせず、遠くから見守ってほしい」との言葉に、子
どもたちは真剣に耳を傾けていました。
歩行誘導の体験では、子どもたちは石川さんと岩崎さんに肘の少し上をつか

んでもらい半歩先を歩行。「狭い道を通ります」などと声を掛け、歩くペースを
合わせながらゴールまで誘導しました。募　集 南区農業振興公社が

農作業のパート職員を募集

●椅子ヨガ参加者募集
　椅子に座って行うヨガです。体への負
担が小さく安心して取り組むことができ
ます。 　2月22日～3月22日毎週火曜
（全5回）午後1時半～2時半
　味方体育館 　15歳以上（中学生除く。

先着18人）　　2,200円
　電話で同館　☎378-4528
●拡大読書器・便利グッズ展示体験会
　3月3日(木)午後1時～3時　　ふれ愛
プラザ（江南区亀田向陽１）　　拡大読書
器など便利グッズの展示・体験　　当日
直接会場へ　　（福）県視覚障害者福祉
協会　☎381-8118
●食品寄贈のお願い
　食品を必要としている人を支援するた
め、寄贈を受け付けています。
募集する食品　賞味期限が１カ月程度あ
る常温保存可能な未開封の食品（米、缶
詰、袋麺、レトルト食品など）※生理用品
やマスクも募集　　白根健康福祉セン
ター、白根カルチャーセンター、読売セン
ター新潟南（白根）　　NPO法人フード
バンクにいがた　☎282-7374

南区への来訪者をおもてなし
コロナ禍ということもあり、オンラインを活用した活動を多く紹介してきましたが、感染症
対策を施し南区に興味を持ってくれた来訪者へのアテンド（おもてなし）も行なっています♪

来訪者が興味のあることに応じてテーマを決め、
訪問する場所を選びます。1月４日号で紹介した経営
大学生の時には「グリーン
ツーリズム」をテーマに「ア
グリパーク」と「白根グレー
プガーデン」を案内しまし
た。他にも「スイーツ旅」「買
い物ツアー」「ふらっと晩ご
飯旅」など、さまざまなテー
マでアテンドしています。

前田流！おもてなしの内容

「南区に足を運ぶとこんな魅力がある！」ということ
を大勢の人に知ってほしい…そんな思いから、今ま
でのおもてなし内容をま
とめ、皆さんに共有でき
るように準備をしていま
す。データ集約すること
で、南区のアテンドをでき
る人がきっと増えるはず。
完成したら皆さんもチャレ
ンジしてみてください！

おもてなし内容をまとめています

私は旅行が大好きで「観光を切り口に南区へ人を呼び
たい」という「想い」があります。しかし、日々の活動の中で
「南区って何があるの？楽しめるの？」「どうやって行けば
いいの？」といった声が多かった
ため、まずは南区の認知度を上
げようと情報発信を行ってきま
した。すると「南区に行ってみた
い」という嬉しい声が…！その
声に応えるため全力で「おもて
なし」をしています！

おもてなしのきっかけ、想い

地域の人と一緒に
アテンドすることも 全力でおもてなし中 知る人ぞ知る南区おやつ

つつがむし

すが

ほこら

す　が

福祉授業開催　大通小学校３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

特殊詐欺を未然に防ごうと、１２月８日にJA新潟みらい
しろね南支店で新潟南警察署協力の元、特殊詐欺被害
防止声掛け訓練が行われました。オレオレ詐欺の電話を
受けた高齢者が窓口を訪れ「定期預金を解約したい」と
申し出るという想定で実施。職員は、丁寧に話を聞き取

り、職員間での連携や警察への通報などの対応をしました。支店長の土屋学さ
んは「いつ事件があってもおかしくない。日頃から地域の皆さんに声を掛けるこ
とで関係性をつくり、被害を防いでいきたい」と話し、職員間で共有しました。

JA新潟みらい しろね南支店　防犯訓練

　掲載を希望する場合は、3月6日号は2月
7日（月）まで、3月20日号は2月22日（火）
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

メール

募集する号　令和４年４月～令和５年３月（毎月２回 第１・３日曜に発行）
対象　南区内に店舗や事務所がある事業所（掲載不可の業種あり）
広告掲載料　１枠１回　４，０００円（税込み）
　２月２５日（金）までに所定の申込書を地域総務課に提出
　同課　☎３７２－６６２１

南区役所だよりに広告を載せませんか

詳しくはこちら

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
で
掲
載
の
催
し
な
ど
が
中
止
・
延
期
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
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