
●南区の発展に多大な恩恵をもたらした大河津分水の
通水から１００周年を迎えるに当たり、治水についての
講演・講座を開催し、皆さんが分水の歴史を知り、これ
からの防災と地域づくりを考えるきっかけを提供します。

●にいがた南区創生会議の提言「南区未来ビジョン」を
具現化するため、農業とＩＴ技術を融合させた果樹の未
病対策や、区外の観光資源と組み合わせたプランをつ
くり、観光の広域連携を進めます。

●防災セミナーや中学校防災教室を開催し、幅広い世
代に防災知識の普及と啓発を行います。
●地域の自主防災訓練を支援し、災害時に自助・共助・
公助を高いレベルで実施できる「災害に強い地域づく
り」を進めます。

●健康寿命の延伸を目指し、特定健診受診率の向上と
継続受診の定着を図ります。
●食育・運動講座に加え、新たに糖尿病予防相談会を
実施し、健康づくりを推進します。
●在宅医療を推進するために講演会を実施します。

魅力あふれる南区に
～特色ある区づくり事業～

魅力あふれる南区に
～特色ある区づくり事業～

●地域住民からなる子育て
支援リーダーと共に子育て
広場や家族交流会を開催し、
子育て中の保護者の不安解
消を図ります。
●子育て支援プログラムの
対象者を第1子に加え、第2子以上の母親に拡大します。

●白根高校との連携をより深め、高校生によるボラン
ティア活動や地域課題への取り組みを通し、地域とのネ
ットワークづくりを推進するとともに、次世代のまちづく
りを担う人材の育成を図ります。

●小中学校の実情に合わせた地域学習の場を提供する
ことで、将来の自分と地域との関わりを見つめ直し、郷土
を愛する心とこれからの社会を生き抜く力を育成します。
●ＳＤＧｓを身近に感じてもらうため、環境活動への取り
組みを拡大します。

●まち歩きを通じて区の魅
力を再発見し、交流人口の
拡大につなげるため、まち
歩きに関する各種コンテン
ツの磨き上げを進めます。

●ポストコロナ時代を見据え、白根大凧合戦をライブ
配信などにより広くＰＲします。
●白根高校との連携を通じてインバウンド獲得を目指
します。

●老朽化の進む旧月潟駅のかぼちゃ電車を地域の宝と
して活用し、まちの活性化につなげる方法を検討します。

●重要文化財旧笹川家住宅を味方地区コミュニティ協
議会と連携したイベントなどによりＰＲします。
●大凧を擬人化したキャラクター「凧っこ１３人衆」のイラ
ストを活用し、区のイメージアップを図ります。

●ＣＳＲ（企業の社会的責任）
活動と区内の農家での農業
体験を結びつけ、交流・関係
人口の拡大、果樹などの認知
度向上を図ります。

●農家数・樹園地面積の減少が続いている南区の果樹
農家の現状に対応するため、果樹担い手を目指す人へ
支援を行います。
●果樹農業の魅力向上を図るため、果樹をＰＲします。

●自治協議会で、公共交通のＰＲや防災マップの作成、
家族のふれ合い、出会いの場づくり、区の魅力発信、まち
づくり活動のサポートなど区の地域課題解決につながる
取り組みを行います。

●総務省の「地域おこし協力隊」制度を活用して、都市
圏から南区への移住者を「みなみーて地域応援隊」に委
嘱し、柔軟な発想による地域活性化を推進します。

　「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」の実現に向け、魅力ある果樹農業のＰＲや、交流人口の拡大と地域の活性化を図る
とともに、健康寿命の延伸や子育て支援、地域防災力の向上に取り組みます。
　また、南区の自然や伝統文化などの特徴を活かし、南区の魅力を高める、地域との
協働の取り組みを推進します。　　地域総務課　☎372-6440

Ｌｉｖｅ！ ａｔ　白根大凧合戦 ･･･････235万円新規 地域おこし協力隊を活用した地域の活性化
　　　 ･･･････････････････････ 442万円

継続

その他の主な事業

果樹　新規担い手等の支援事業 ････130万円継続

歩いて発見！みなみく１．８ｋｍ･････160万円新規

大凧が舞い、獅子が跳ね、
ル レクチエが実るまち

新規 南区と大河津分水百ものがたり ･･･ 125万円

継続 地域と取り組む防災事業･･･････120万円

拡充 健康づくり推進事業 ･･････････ 250万円

継続 南区未来創生事業 ････････････130万円

拡充 みんなで子育てネットワーク･････170万円

拡充 白根高校とのまちづくり連携事業････100万円

ひととひとがふれあい、
安心していつまでも暮らせるまち

底、規模の縮小を図り、白根大凧合戦をはじめとした
地域行事を開催するなど、感染症の拡大防止に配慮
しながら地域を盛り上げていただきました。飲食店の
皆さまからは時短要請にもご協力をいただき、ご尽力
してくださったすべての皆さまに心から感謝申し上げ
ます。
新たな年度を迎え、引き続き新型コロナウイルス対
策をしっかりと進めながら、皆さまが安心して暮らし
続けることができ、風と大地に育まれた南区らしいま
ちづくりをさらに進めてまいります。
大河津分水は通水１００周年を迎えます。信濃川と
中ノ口川に囲まれた南区ではこれを契機に、防災意識
のより一層の浸透と治水の重要性の啓発に取り組み
ます。また、区の活性化に住民の皆さんの健康と活力
は不可欠です。健康寿命の延伸を目指した健康づくり
や農業の担い手支援など、南区の礎である人づくりに
も注力します。未来を担う子どもたちを育むために、
　

子育て支援や学校のさまざまな学習活動をサポート
していることも南区の特徴の一つです。先日、南区は
白根高校と連携協定を結びました。これにより、区役
所が高校の学習・地域活動を支援する一方、高校生の
フレッシュなアイデアを区づくりに生かしていけるもの
と期待しています。このほか、ポストコロナ時代を見据
え、南区に賑わいを取り戻すためのきっかけとなるよ
うな事業も実施する計画です。
コロナ禍により、私たちの暮らしにはいまだ閉塞感
が漂っています。しかし、明けない夜はありません。間
もなく、桃や梨の花、チューリップなど南区らしい季節
の花々が私たちの目を楽しませてくれます。大地が恵
み、まちに賑わいが戻り、文化の風薫る南区の姿を思
い描きつつ、今年度も多くの施策に取り組んでまいり
ます。より良い事業成果を上げることができるよう職
員一同努めてまいりますので、区民の皆さまのご支援
とご協力をお願いいたします。

「春は、あけぼの」で始まる『枕草子』。まばゆい朝日
に公園の木々が芽吹き、春の訪れを感じるとき、ふと
この随筆を思い起こし「春は、夜明けがいい」と清少
納言の気持ちに思いを重ねる今日この頃です。
南区では、幸いに大きな雪害もなく春を迎えること
ができたことに、ほっと胸を撫で下ろしています。一方、
新型コロナウイルス感染症はなかなか収束までに至
らぬ状況です。このような中、これまで区民の皆さま
からは積極的なワクチン接種をはじめ、感染対策の徹

南区長　五十嵐  雅樹

新しい年度を迎えて

自治協議会提案事業…600万円継続

まくらのそうし

せいしょう

なごん

な

いしずえ

にぎ

拡充 未来創造教室 ･･･････････････ 330万円

農商工の連携が、
新たな活力を生み出すまち

企業×農業　農作業で交流づくり ････50万円新規

旧月潟駅かぼＣｈａ事業 ････････ 100万円新規

未来につなぐ文化プロジェクト ･････ 300万円継続

区長ごあいさつ

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.360 令和4年4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4年2月末現在、カッコ内は前月比）：43,452 人（－15）　男：21,139人（＋13）　女：22,313人（－28）　世帯数 16,434世帯（＋5）（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
４月からのイベント

●イースター工作
　4月15日（金）～17日（日）　　色画用
紙の卵でイースターエッグを作って飾ろ
う　 　当日直接会場へ

●ちびっこ工作
　4月10日(日)～16日(土)
　おうちで工作ができるようキットをプレ
ゼントします　　未就学児とその保護者 
平日4組、土・日曜１０組（先着順）　
　同センター

●ちびっこ広場お誕生会
　4月20日（水）午前10時半～同50分
　4月生まれのお友達をみんなで楽しく
お祝いしましょう　　乳幼児とその保護
者　　当日直接会場へ　

白根児童センター ☎372-0530

●児童館クラブ
　5月8日、6月12日、7月10日、8月7日、
9月11日、10月9日（日） ６回コース　
　児童館の農園で野菜を育てるなど、
わくわくする遊びや活動をしよう　
　小学２～６年生 １０人 　４月１０日（日）
～30日（土）に同館で配布する申込用紙
を提出

　①4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子どもと一緒
に楽しむ絵本　　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

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

認知症カフェ～より道カフェかけ橋～
　４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

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
　4月17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

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
　4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

くらし 生ごみの減量・リサイクル
コンポストで堆肥化に挑戦しよう！

　コンポストなどを活用して生ごみを堆肥化し、野菜や花の肥料に利
用しませんか。
○家庭用生ごみ処理器購入費の助成を行っています。詳しくは右
二次元コード。
○市オリジナル段ボールコンポスト「サイチョのマジッ
クダンボール」の販売を行っています。
　区民生活課　　５００円　※南区在住の人には
「移植ごて」と「プランター」をプレゼント

白根南児童館 ☎201-602１

公共交通情報コーナー バス・タクシー
利用者を支援

　公共交通を維持するため、コロナ禍で減少したバスやタクシーの利用者支援
を実施しています。
〇令和4年度の中学1・2年生向けバス料金サービス
　新潟交通ICカード「りゅーと」ポイントまたは区バス・住民バスなど共通回数
券（3,000円分）と引換可能なチケットを郵送または学校を通じて配布します。
〇タクシー割引チケットを配布
　市内でタクシー（乗合いタクシーは対象外）を利用した人に、次回から使用で
きる割引チケット（300円分）を配布しています。※使用期限6月30日（木）。なく
なり次第終了
　バス・タクシー利用支援事業専用コールセンター　☎0570-022-922

「春です！体を動かしませんか？」
冬の間、外出の機会が減り、体力や筋力が低下した人も多いのではな

いでしょうか？健康を維持し、介護が必要になることを予防するために、で
きるだけ体を動かしましょう。陽の光を浴びながら散歩するだけでも体力
づくりに効果があります。急に激しい運動をすると体を痛めることがある
ため、少しずつ慣らしていくことが大切です。地域包括支援センターでは、
誰にでもできる体操なども紹介していますので問い合わせてください。

白根北児童館 ☎379-1260

子育てひろば モモ

健康・医療

密接・密集を避けるために、予約制で実施します。

胃がん検診のお知らせ

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

○5月の日程

予約 受付時間　平日 午前9時～午後4時半　新潟県労働衛生医学協会　
☎370-1800　※受診券を手元に置いて予約をしてください

　健康福祉課　☎３７２-６３８５

自己負担金
年　齢
自己負担金

40歳
無　料

４１歳～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）

定員

各日４０人

当日受付開始時間
①9:00
②9:30
③10:00
④10:30
⑤11:00

予約開始日

4/18（月）～

4/25（月）～

検診日
5月13日（金）
5月18日（水）
5月23日（月）
5月25日（水）
5月27日（金）

会　場
七穂公民館
味方公民館
新飯田地域生活センター
小林地域生活センター
月潟健康センター

くらし あなたのお金が狙われています
　突然、スマートフォンや携帯電話に「ご利用料金の支払い確認が取
れていません」など、お金に関するメールが来ることがあります。身に
覚えのないメールは無視し、メールの問い合わせ先に連絡をしたり、

記載されたリンク先をクリックすることは絶対にやめましょう。心配な場合は、家族、警察、
市役所に相談するなど落ち着いて行動しましょう。　　地域総務課　☎３７２-６４３１

　春の訪れとともに、人や車が活動的になり、交通事故が増える
時季です。ドライバーは歩行者や自転車・バイクの近くを通行する

際は、減速・一時停止をするなど、思いやりを持って運転しましょう。
　保育園、学校などの周辺を通行する際は十分に速度を落とし、子どもの急な飛
び出しなどに注意をしながら安全運転を心がけましょう。

　地域総務課　☎372‐6431

くらし 思いやりのある運転を心がけましょう

春の全国交通安全運動 ４月６日（水）～１５日（金）
交通事故死ゼロを目指す日 ４月１０日（日）
スローガン「見落とすな　横断歩道の『渡るよサイン』」　

★令和３年度に諏訪木保育園の子どもたちが
　堆肥づくりにチャレンジしました。
　内容は市ホームページ（右二次元コード）から 　区民生活課　

☎372-6145

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4月3日No.360●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》

みなみーて地域応援隊の
活動を紹介　前田 し推

maedaoshi!

味方中学生が総合学習の
発表をしました

３月１８日、味方中学校の生徒４人が生徒を
代表して区役所に来庁し、総合学習の授業で
味方地区について学んだ成果を発表しました。
１・３年生は笹川邸について学習し、たくさん
の人に笹川邸に来てもらうにはどうしたらいい
か考えました。また、味方地区コミュニティ協議
会と連携し作り上げた笹川邸ガーデンを広く
伝える動画を作成し、PRしました。（動画は南
区観光協会のFacebook（右下二次元コー
ド）から閲覧できます）
２年生は農業について学習しました。味方地区の農業の担い手
が高齢化していることを知り「若い人に関心を持ってもらうため、
農業について知らせる機会を作ってほしい」と伝えました。
清水美穂校長は「地域の宝物の素晴らしさをもっと知ってもら

い、地域の人たちと生徒が一緒に継続して守っていけるといい」
と話しました。

まちの

みなみーて地域応援隊のこれまでと今後やりたいこと
みなみーて地域応援隊として南区にやってきて2年が経ちました。
2年間の活動の振り返りと、これからの抱負についてお伝えします！

1年目は南区の魅力を知り、YouTubeを通
じて発信しました。
2年目は、果樹のオンラインツアーなどを通

じて南区に興味を持ってくれた人と、南区に住
む皆さんとが交流できるオンラインコミュニ
ティを立ち上げ、区内外の人に向けて発信し
ました。交流を通じて「南区には魅力がいっぱ
いある。もっと伝えたい！」という思いを皆さん
が持っていることが分かりました。

これまでの活動

YouTubeの様子

「南区をもっと伝えたい！」と思った皆さんの
サポートをしていきたいです。オンラインコミュ
ニティには、南区に関心を持ってくれている人
がいます。地域の皆さんと一緒に南区の魅力
を伝える場を作っていきたいと思っています。
これからも応援よろしくお願いします！

3年目にやりたいこと 南区の生ハムを紹介する
交流会の様子

海外との交流

スポーツ 春期スポーツ教室
爽やかな汗を流して健康な生活を

　窓口、電話、メール（右二次元コード。教室名（複数の場合全て）、会
員番号、受講者氏名（ふりがな）、電話番号を記入）で同施設。先着順
※申し込みには事前にスポーツ教室会員登録が必要

●リンパセルフマッサージ＆ストレッチ体験会
　４月２５日（月）、5月30日（月）、6月27日（月）午前11時～同45分　　１５歳以上
（中学生を除く）先着40人　　各日500円　　電話または窓口で同センター
●キッズヒップホップ体験会
　４月２０日・２７日（水）午後5時～6時　　小学生先着30人　　1回100円　
　当日直接会場へ

　4月26日、9月27日、11月29日（火）3
回コース。時間：①午前9時半～11時②
午前11時15分～午後0時45分③午後1
時半～3時※①~③のいずれか。3回とも
同時間に受講してください
　白根学習館　　概ね５０歳以上の人 各
時間5人（応募者多数の場合は抽選）　
　各回1,000円　　4月3日
（日）～17日（日）にかんたん
申し込み（右二次元コード）ま
たは白根地区公民館へ電話
か窓口

　4月19日（火）午後1時半から　　白根
学習館　　「ベトナムの風に吹かれて」の
上映　 先着400人　 当日直接会場へ

　4月26日（火）午前10時から
　同館　　「私たちの幸せな時間」の上
映　　先着20人　　同館

　区役所などで廃食用油を回収していま
したが３月末で終了しました。今後は「燃
やすごみ」として出してください。
【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。※詳しくは右二次元コ
ード　
　環境政策課　☎226-1365

　高井橋旧橋の撤去工事に伴い、一般県
道黒埼新飯田線の一部区間で通行止め
を実施しています。６月３０日（木）までの予
定です。ご理解とご協力をお願いします。
　西部地域土木事務所 ☎0256-78-8579

　市美術館で開催する展覧会のポスター
配布や子ども・親子向けプログラムのサポ
ート、新聞記事や美術書の整理などのボラ
ンティア活動を行う会員を募集します。
　新潟市美術館　　年会費　一般会員
1,500円　ジュニア（小・中・高校生）500
円　　同館に設置の用紙を記入の上、年
会費を郵便局で振り込み
　新潟市美術館協力会　☎223-1622

花と緑の教室
「365日おうちの寄せ植え講座」

シロネシネマ喜楽座

白根地区公民館　☎372-5533

つきがた映画むら
月潟地区公民館　☎375-1050

廃食用油の回収事業は終了しました

県道黒埼新飯田線
通行止めのお知らせ

くらし

新潟市美術館協力会会員募集
その他

白根総合公園屋内プール　☎378-4435

白根カルチャーセンター　☎373-6311

『茨曽根太々神楽舞』保存会

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。

茨曽根地区地域通信員
上杉 小貴子さん

下茨・上茨両地域の村社「茨曽根諏訪神社」は、古事記など
に伝わる「建御名方神」（たけみなかたのみこと）を祭神として、
国家の平安と五穀豊穣を祈願しています。
この神社で継承されている「茨曽根太々神楽舞」は、越後の
守護代・長尾家の家臣が、今から四百数十年前に出雲大社か
ら京都を経て、茨曽根周辺に移り住み伝えたといわれています。

地域では、貴重な伝統文
化財産を継承するために保存会をつくり、現在
まで大切に伝承し、平成２5年度には新潟市民
文化遺産に認定されました。　
地域の小学生は舞子として日々練習を重ね

ています。舞は敬老祝賀会や学校行事などで
披露され、子どもたちの郷土に対する誇りと愛
着心を育みながら、見る人を喜ばせています。

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

だ い だ い  か ぐ ら ま い

※参加費・回数など詳しくは問い合わせてください

期間

4/18～6/27

曜日

月

時間

10:30～11:30

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
）
らくらくアクアフィットネス 14:30～15:15
アクアエクササイズ（夜） 5/9～6/27 19:30～20:15
シニア水泳はじめてクロール背泳ぎコース 14:30～15:30
ナイト水泳（金）はじめて平泳ぎコース 19:45～20:45

5/12～6/30
4/15～7/1

木
金

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。
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高井橋 (通行可能 )味方小学校

味方中学校

至
西
川·

巻

重要文化財
旧笹川家住宅

味方歩道橋

8
国 道

325
県道

66
県道

220
県道

北田中

保坂

鯵潟

白根四ツ興屋

令和4年
4月～6月（予定）

全面通行止め(終日)

令和3年12月～
令和4年6月（予定）

通行止め実施中

南区観光協会
Facebook

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
。

南区役所だより　No.360 令和4年4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


