
公共交通情報コーナー

5月8日　 午前9時スタート日 雨天決行
新型コロナウイルス感染拡大防止対策を徹底して、３年ぶりに白根ハーフマラソンを開催

します。参加者は県内在住者に限定し、約１０００人のランナーがエントリーしました（３月３１
日受付終了）。
「記録に挑戦」「楽しんで走りたい」「健康づくりの一環」など、さまざまなモチベーションの
ランナーたちが、さわやかな風薫る南区を駆け抜けます。

まちなかを循環している「ぐるりん号」は白根のまちなかの病院や
商業施設を巡り、通院や買い物に便利です。まちなかのちょっとした
移動には「ぐるりん号」がおすすめです。

交通規制の
お知らせ

　午前８時から正午まで、コース上またはコースと車道が交差する地点で臨
時の交通規制を行いますので、係員・警察官の指示に従ってください。
　コース上での駐車はご遠慮ください。また、車を運転する場合は、ランナー
の安全な走行にご協力をお願いします。

　白根ハーフマラソン大会事務局（ＮＰＯ法人エス・ネット内）
☎0259-74-3515
大会当日　白根カルチャーセンター　☎373-6311

コース図（先頭通過予想時間）
ハーフマラソン、１０ｋｍの２種目で競います。

感染対策を
徹底して開催！

●スタート・ゴール地点　
白根総合公園多目的広場（白根カルチャーセンター）
●スタート・ゴール地点　

※令和元年５月開催時の様子

3年ぶり！

バスでお出掛け
しませんか！！

やさいラッピングバスが運行中！
この春、市の農産物をイメージしたかわいらしい
キャラクターでラッピングされた「ぐるりん号」が登場
しました。ル　レクチエ、トマトなど…８区それぞれの農
産物を探してみてください！

安心して利用できる、乗客に優しいバス
新型コロナウイルス感染症の対策として車内には
抗菌・抗ウイルスコーティングがしてあり、安心して乗
車できます。ステップは低く、乗り降りしやすい工夫も
されています。家族みんなで白根のまちなかに出掛け
ませんか。

地域総務課　☎３７２-６６０５

区自治協議会委員が皐月町・
和泉地区の人に向け、「ぐるりん
号時刻表」を作りました。見やす
く、使いやすいように、各委員が
アイデアを出し合い工夫を凝らし
た時刻表です。地域生活セン
ターや区バスの中で配布してい
ます。

沿道では隣の人との距離
を保ち、大声を出さないよ
うに注意し、温かい拍手で
応援をお願いします！！！

大人２１０円（シルバーチケット利用で１１０円）
中高生１１０円　小学生６０円　小学生未満無料

　印の交差点は渋滞が予想されます。
迂回路へお回りください。
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南区役所だより　No.362 令和4年5月1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3月末現在、カッコ内は前月比）：43,433人（－19）　男：21,137人（－2）　女：22,296人（－17）　世帯数 16,503世帯（＋69）（住民基本台帳による）



《広告欄》

子育て 児童館・児童センター、子育てオーエンジャー☆みなみ
子育てひろば モモ　5月のイベント
ゆりかご学級

　①5月10日②24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鷲尾助産師さん
と話そう（体重測定希望者はバスタオル
と母子手帳持参）　 未就園児とその保
護者 各日先着8組　 当日直接会場へ

　5月18日（水）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 　同センター　☎362-3355

　6月16日（木）・22日・29日（水）、7月7
日（木）・10日（日）午前10時～正午　　
　白根学習館
　子育て中の不安や悩みはみんな同じ
…。一緒に学び合ってみませんか。
　令和4年1月～3月生まれの赤ちゃん
の保護者　12人（応募者多数の場合
抽選）※保育あり（定員8人）
　5月25日（水）までにかん
たん申し込み（右二次元
コード）または白根地区公民
館　☎372-5533

●いちごタイム
　毎週火曜　午前10時半から
　親子ふれあい遊び、絵本読み聞かせ、
誕生会（第３火曜）　　乳幼児とその保
護者　　当日直接会場へ

●おはなしの時間
　5月12日・26日（木）午前11時から
　絵本の読み聞かせ　　未就学児とそ
の保護者　　当日直接会場へ

●すくすくひろば誕生会
　5月20日（金）午前10時半から　 5月
生まれの誕生会　　乳幼児とその保護
者　　前日までに同館

●スピード大会
　5月21日（土）午後2時～3時
　トランプの『スピード』で友達と勝負
　小学生以上 先着20人
　4月21日（木）から当日までに同館

味方児童館 ☎201-8346

図書館

白根図書館　☎372-5510
●読書会
　5月15日（日）午後2時～
　白根学習館　　テーマ「スーホの白
い馬」大塚勇三／再話、赤羽末吉／画 
福音館書店　　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
●おはなしのじかん
　5月12日・26日（木）午前11時～同
30分
　同館
　乳幼児向け
●赤ちゃんタイム
　毎週木曜 午前10時～正午　　同館
●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

本に親しみ
読書の時間を楽しもう

白根南児童館 ☎201-602１白根北児童館 ☎379-1260

子育てオーエンジャー☆みなみ
「マリンひろば」

ゆりかご学級子育てひろば モモ ☎372-5533

こんにちは！高齢者の総合相談窓口

●で ●す
高齢者が、住み慣れた地域で安心して生活していけるよう、福祉・医療・介護・生活

の相談に応じています。南区では、3つの地域包括支援センターが活動しています。

●総合相談　高齢者の日常生活の悩み事相談に応じ、必要なお手伝いをします。
●権利擁護事業　高齢者の権利を守るため、虐待防止や制度の活用などの相
談に応じます。
●介護予防マネジメント　介護保険の要支援1・2と判定された人、事業対象者
に対し、サービス計画（ケアプラン）を作成します。
●ネットワーク作り　地域全体で高齢者を見守り、支援していくことができるよ
う関係機関をつなぎます。

☆主な業務

包括支援センターしろね北
南区高井東2-2-30　☎362-1750
【担当地域】　白根北中学校区、臼井中学校区

包括支援センターしろね南
南区上下諏訪木817-1　☎373-6770
【担当地域】　白根第一中学校区、白南中学校区
※4月に職員が交代しました

包括支援センターあじかた
南区西白根44（常盤園内）　☎372-5121
【担当地域】　月潟中学校区、味方中学校区

健康・医療

受付開始直後は混雑が予想されます。都合がつく人はそれ以外の時間に来場
してください。

　受診券、個人記録票、健康保険証　　４０歳以上　　検診車による胸部Ｘ線撮
影（かくたん検査は感染予防の観点から実施しません）　　無料

肺がん（結核）・乳がん検診
骨粗しょう症予防相談会
　健康福祉課　☎３７２-６３８５

○5月の日程

受付時間
9：00~11：00
9：00~11：30

検診日
5月16日（月）
5月31日（火）

会　場
小林地域生活センター
白根健康福祉センター

対象地区
小林地区
白根町部２※

※白根町部２　曙町・簔口・高校前通・五六の町・魚町・葵町・白新町・市役所上町・
若葉町・能登・杉菜町・古川宮前町・穂波町・茜町・白根古川・東古川・古川団地・
新古川・新和町・栄町・白根東町・白根花園町・南町

予約不要

区　政
区政に意見を
市長とすまいるトーク

　区民の皆さんの意見を中原市長が聴く「すまいるトーク」を
開催します。事前に申し込みが必要で、発言は南区在住・在
勤・在学の人に限ります。
　5月19日（木）午後7時～8時20分　　白根学習館
　先着100人　　テーマ「令和4年度の新潟市の取り組みに
ついて～『選ばれる都市　新潟市』を目指して～」※手話通訳・
要約筆記あり　　5月16日(月)までに電話（372-6621）また
はメール（右二次元コード）で地域総務課

スポーツ 第１３回　フロアカーリング
オープン大会参加チーム募集

7月3日(日)午前８時半から　　白根カルチャーセンター

5月31日(火)までに同センターに備え付けの参加申込書に参加費を添えて提出
☎373-6311　　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

白根児童センター ☎372-0530

　5月26日（木）　午前9時半～11時半　午後1時半～3時半
　白根健康福祉センター　　職場などで受診機会のない40歳以上偶数年齢の
女性　先着120人　　受診券、健康保険証、自己負担金、バスタオル

　5月1日(日)から市役所コールセンター　☎243-4894

委託医療機関に予約。委託医療機関は受診券に同封の「検診いっ得？」に掲載。
※70歳以上の人は施設検診を受診できません。集団検診を利用してください

　5月26日（木）午前９時４５分～午後１時４５分（３０分ごと）　 白根健康福祉セン
ター　 骨密度測定と健康相談　 18歳以上 各時間帯先着７人 ※骨粗しょう症で
治療中の人は不可　 5月5日（木・祝）から市役所コールセンター ☎243-4894

自己負担金
年　齢
自己負担金

40歳
無　料

41～69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）

○集団検診
乳がん検診　マンモグラフィ検査

肺がん（結核）検診

骨粗しょう症予防相談会

○施設検診
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■□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!

今年、大河津分水は通水から１００周年を
迎えます。大河津分水は、信濃川下流域の
水害を激減させ、新潟平野を日本有数の豊
かな穀倉地帯に変えました。その建設に大
きく貢献したのが古川村（現在の南区白根
古川）が地元の田沢実入です。この功績を
後世に語り継ぐため、田沢家の墓所に顕彰碑が建てられました。顕彰碑の裏面に
は、田沢実入が生前に詠んだ歌とともに、桜が描かれています。

まちの

「みなみなみく」のワークショップを実施しました！
南区の魅力を発信する新しい仕組み「みなみなみく～みんなでつなぐ、みなみ

くのみりょく～」の活用方法を考えるワークショップを実施しました

「みなみなみく」とはポストカードを使って、人から人へ
南区の魅力を伝える仕組みです。
ポストカードは全部で6種類！私がお薦めしたい南区の

スポットがそれぞれ描かれています。ワークショップでは、
誰にどうやって渡すか？のアイデアを出してもらいました。
参加した皆さんからは、「年賀状の代わりに使うと、南
区を紹介するきっかけになるかも」
「初対面の人への挨拶に名刺と一緒
に渡したら、話題が広がって面白そ
う」などの感想がありました。
今後は、皆さんのアイデアを生かし

ながら「みなみなみく」を通じて南区
の魅力をより多くの人に発信します。
お楽しみに！

ワークショップの内容

スポーツ 春期スポーツ教室体験会
白根カルチャーセンター　☎373-6311　☎373-6311

　窓口、電話で同施設

●南区の人権擁護委員を紹介します
　南区では８人の人権擁護委員が家庭内や近隣のもめごと、いじめや差別などの
人権問題の相談に応じ、解決のお手伝いをしています。
●人権擁護委員（居住地区）※敬称略
牧野純子（大通南３）、冨井信喜（大倉）、二瓶富美子（白根ノ内七軒）、田中集（月
潟）、田邊とも子（西萱場）、阿部幸代（味方）、関根芳昭（清水）、田村誠（七軒町）
　区民生活課　☎372-6105

　5月17日（火）午後1時半から　　白根
学習館　 「百万長者と結婚する方法」の
上映　 先着400人　 当日直接会場へ

　ごみの不法投棄は法律で禁止されてお
り、決して許されない行為です。ごみは決
められたルールに従って適正に処理しま
しょう。※区役所では不法投棄防止の看
板を配布しています。希望者は問い合わ
せてください。　
　区民生活課　☎372-6145

　5月15日（日）午前10時から正午
　臼井大郷信濃川フルーツフラワーの里
公園　　分列行進、通常点検、放水訓練 
※天候等により中止する場合があります
　南消防署地域防災課　☎372-0119

　朝日橋（西蒲区津雲田地内）工事に伴
い、主要地方道新潟五泉間瀬線の一部区
間で片側交互通行（終日）を実施します。
また、幅2.5mを超える大型車両は迂回し
てください。6月１７日（金）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 ☎0256-78-8581

●B型肝炎特別措置法弁護士無料相談
　5月14日（土）午前10時～正午　　全
国B型肝炎訴訟新潟事務所（西堀前通1
番町）　　集団予防接種でB型肝炎にな
った人とその家族の電話相談・個別相談
　個別相談は同事務所に事前申し込み、
電話相談は開催時間中に同事務所へ　
☎223-1130
●お寺でヨガ
　7月23日（土）まで　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　☎201-7186

シロネシネマ喜楽座
白根地区公民館　☎372-5533

ごみの不法投棄はやめましょう

新潟市消防団南方面隊
春季連合演習

主要地方道新潟五泉間瀬線
朝日橋工事のお知らせとお願い

生　活

くらし 人権擁護委員
人権問題で悩んでいる人は相談してください。

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。

　白根地域で作られる市指定無形文化財「白根絞り」を習得する２年間のプログ
ラムの受講者を募集します。
　6月8日～令和5年3月8日 毎月第2水曜 午前10時～午後1時 全10回
　白根学習館
　市指定無形文化財「白根絞り」を実際に作成しながら
習得する
　令和5年度に開催する経験者向けの同講座に引き続
き参加できる人　６人　※応募者多数の場合は抽選
　1年目約26,000円　2年目約10,000円
　5月18日（水）までに同館
　白根地区公民館　☎372-5533

募　集 日本三大絞りの歴史と伝統にふれる
市民文化講座「白根絞りコース」

田舟、かんじき履いてた泥田　
今じゃ耕運機『田尾の土地改良』

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

小林地区地域通信員
山崎 新一さん

昭和２３年、戦後の食糧不足と農村の近代化を目指して制定
された寒冷地特例法を受け、小林地区の田尾集落（当時は臼井
村）では、村を挙げての土地改良事業が進められました。田尾集
落は悪水の滞る地域で、農業にとって大きな障害でした。集落を
囲む２本の排水路を新たに整備し、その水を大通川へポンプで
二段排水する大掛かりな工事を進めました。
その結果、湿田は見事に乾田化し、二毛作が可能になりました。レンゲ、菜種、チュ

ーリップが盛んに栽培されるようになり、電力耕運機も普及しました。
さらに役牛に代わって乳牛を飼育し、酪農を取り入れる農家も数軒誕
生。旧中蒲原郡きってのモデル農村へと大きく変化していきました。
昭和２３年から２８年に掛けての工事の状況と集落の農業の実態

が『田尾の土地改良』と題する記念誌にまとめられています。この記
念誌は当時の小林地域の農村と今後の小林を考える貴重な地域の
お宝です。

定員

40人

対象

15歳以上
（中学生除く）

参加費

1回
500円

教室名
リンパセルフマッサージ
＆ストレッチ体験会
ボディメンテナンス
骨盤体操体験会

期間
6/27
7/25
6/30
7/28

曜日

月

木

時間

11:00～11:45

19:00～19:45

田沢実入 顕彰碑建立
けんしょうひみのり

　掲載を希望する場合は、6月5日号は5月
11日（水）まで、6月19日号は5月25日（水）
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

曜日

土

開催日
5月7、21日
6月11日
7月9、16日
5月28日
6月25日
7月23日

内容

ヨガ

イスヨガ
(高齢者向け)

時間
19:00～
20:00

15:00～
15:45

↑至新潟市中央区

市道並岡桜林線

至
新
潟
市
南
区

↓

至燕市
　吉田↓

至
間
瀬

↑

髙橋
桜林

県
道
佐
渡
山
巻
線

農
免
農
道
河
井
栄
町
２
期
線

主要地方道新潟五泉間瀬線

迂回路 迂
回
路

116
国 道

下和納

富岡

②幅2.5m超えの
　大型車両通行禁止

工事施工場所（朝日橋）
①片側交互通行規制

南区内外から16人が参加

たぶねだ　  お

えきぎゅう

うかい

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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