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味方 白根

月潟

松橋ふれあい
センター

大通地域生活
センター

大通小学校

根岸地域生活センター

根岸
小学校 大郷

臼井
中学校

白根第一中学校

白根高等学校

戸石公会堂

小林小学校小林小学校

白根小学校

月潟
月潟
出張所

月潟中学校

月潟小学校

鋳物師興野

古川新田

庄瀬小学校

茨曽根地域生活
センター

臼井小学校

大鷲
小学校

味方中学校
味方小学校

中塩俵公民館
鷲の木
新田

アグリパーク
上塩俵

白根北中学校 鷲巻地域生活
センター 大郷地域生活

センター

白南中学校

新飯田小学校

新飯田保育園

茨曽根小学校

大別當
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５月２９日（日）は新潟県知事選挙の投票日です
～私たちの将来を決める大切な一票を忘れずに投票しましょう～

参議院議員通常選挙（７月１０日執行予定）の
立会人を募集

期日前投票所の立会人を募集
対　　象 南区の選挙人名簿に登録されている人
勤務場所 南区役所、味方出張所、月潟出張所のいずれか
勤 務 日 南区役所　６月２３日（木）～７月９日（土）の指定する日（予定）
 各出張所　７月２日（土）～７月９日（土）の指定する日（予定）
勤務時間 午前８時１０分～午後８時
募集人数 各期日前投票所１日につき２人（応募多数の場合は抽選。勤務

日については後日連絡します）
報　　酬 １日12,700円
　５月３１日（火）までに、申込書を地域総務課・各出張所に提出
（メールchiikisomu.s@city.niigata.lg.jp、ＦＡＸ３７３-３９３３も可）※申
込書は地域総務課・各出張所に設置（市ホームページからダウンロード可）
　選挙管理委員会事務局（地域総務課内）　☎３７２-６４２１

期日前投票を利用してください
　選挙当日に仕事やレジャーなどの理由で投票に行けない人は、期日前投票を利用しま
しょう。

投票所変更のお知らせ　前回の選挙時から変更となる投票所があります。指定された
投票所以外では投票できませんので、入場券を確認して間違わないようにしてください。
　選挙管理委員会事務局（地域総務課内）
☎３７２-６４２１

南区役所
５月２８日（土）まで

味方・月潟出張所
５月２１日（土）～２８日（土）

８：３０～２０：００
期間
時間

必要なもの 投票所入場券（裏面宣誓書を記入し持参）

前回の投票所

味方公民館

今回の投票所

味方出張所
白根健康福祉センター 白根小学校

ぐるっと
令和２年１２月６日号から掲載を開始し、好評連載中の「トレ

ジャーハンティング」。区内１２地区の地域通信員が、さまざま
な「地域のお宝」を紹介しています。今回は今まで掲載した「地
域のお宝」をまとめて紹介します。　
「近くに住んでいるけど行ったことないな」「えっ!こんなもの
があったの？」など、驚きや発見があったのではないでしょうか。

皆さんの住む南区の「お宝」発見の
小旅行へ出掛けましょう。
地域総務課　☎３７２-６６２１

・・・見学可能　　　・・・見学不可

❸令和３年２月７日号
「恩に報いる松」の碑

庄瀬地区地域通信員 田村 義三郎 さん
　鋳物師興野

❹令和３年３月７日号
ほうび松

白根地区地域通信員 本間 るな さん
　白根１４０７（白根小学校）

❺令和３年４月４日号
あったてんがの　いばらそね

茨曽根地区地域通信員 
上杉 小貴子 さん
　茨曽根３４４３（茨曽根地域生活
センター内に置いてあります）

❻令和３年５月２日号
小林地区の「ヒヨクヒバ」

小林地区地域通信員 
山崎 新一 さん
　平潟７６９番地

❼令和３年６月６日号
「閑院宮春仁王殿下視察
記念樹」の碑と松の木

根岸地区地域通信員 田中 清 さん
　上塩俵交差点付近

かんいんのみやはるひとおう

❾令和３年１１月７日号
日本一のニ十世紀梨の樹

大郷地区地域通信員 
遠藤 茂 さん
　大郷信濃川河川敷

10令和３年１２月５日号
新潟交通電鉄敷設の功労者を讃える頌徳碑

月潟地区地域通信員 棚橋 敏男 さん
　旧月潟駅舎南側

しょうとくひ

❽令和３年１０月３日号
鷲ノ木大通川の「ヒツジグサ」

鷲巻地区地域通信員 
羽貝 栄 さん
　鷲ノ木新田５４６７（鹿島神社裏付近）

12令和４年３月２０日号
最古の白根仏壇

白根地区地域通信員　本間 美汐 さん
　戸頭１３４７-１（吉運堂本店）

11令和４年２月６日号
恙虫神社

庄瀬地区地域通信員　
田村 義三郎 さん
　古川新田　信濃川河川敷

つつがむし

令和３年７月11日号
大通の縁の下の力持ち

大通地区地域通信員
杉原 圭一 さん

きょうぞう
❶令和２年１２月６日号
発見！満徳寺の「経蔵」

月潟地区地域通信員 棚橋 敏男 さん
　大別當４２４

❷令和３年１月３日号
「柳翠庵雨江」の碑

味方地区地域通信員 堤 美幸 さん
　味方２１０

りゅうすいあんうこう

令和３年８月１日号
青い目の人形ジョアンちゃん

新飯田地区地域通信員
高橋 昭一 さん
　新飯田１７９１
（新飯田小学校内）

令和３年９月５日号
小・中学生によって受け
継がれる「臼井棒踊り」

臼井地区地域通信員
高野 晃 さん

令和４年１月１６日号
司馬温公の水瓶

味方地区地域通信員 
堤 美幸 さん
　吉江３７０番地（味方小学校内）

しばおんこう

令和４年４月３日号
「茨曽根太々神楽舞」保存会

茨曽根地区地域通信員 上杉 小貴子 さん

だいだい かぐらまい

みなみ風のバックナンバ
ーは市ホームページ（右二
次元コード）から閲覧でき
ます。

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.363 令和4年5月15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）



　5月17日、6月21日（火）
　午前9時～11時　　南区役所
　健康相談（禁煙相談も可）
　直近の健康診断の結果（なくても可）
　健康福祉課　☎372-6385

　6月9日(木)　　午後1時45分～2時
　白根健康福祉センター　　離乳食の
進め方（1時間程度）　　生後5カ月頃
の赤ちゃんの保育者 先着10人
　母子健康手帳、バスタオル
　5月18日(水)～6月7日(火)に市役所
コールセンター　☎243-4894

　6月14日(火)　 午後1時45分～2時
　白根健康福祉センター
　離乳食の進め方（1時間程度）
　生後6カ月以降で2回食・3回食に進

む赤ちゃんの保育者　先着10人
　母子健康手帳、バスタオル
　5月18日(水)～6月12日(日)に市役
所コールセンター　☎243-4894

　6月9日（木）①9：30②9：50③10：10
④10：30⑤10：50　　白根健康福祉
センター　　身体計測、保健師・助産
師・栄養士・歯科衛生士による相談
　乳幼児の保育者　各時間先着5人
　母子健康手帳、バスタオル
　5月18日（水）～6月8日（水）に健康
福祉課　☎372-6375　
※妊娠や子育てについての相談はいつ
でも受け付けています

　6月22日（水）①13:00②13:25③
13:50　各時間先着8人　　白根健康
センター　　母子健康手帳、受診票
　5月18日（水）～6月20日（月）に市役
所コールセンター　☎243-4894

対象の人には個別に案内を送ります。
●股関節検診　5月19日(木)
●1歳6カ月児健診　6月8日(水)
●3歳児健診　6月10日(金)
●1歳誕生歯科健診　6月16日（木）
※健診後に「ブックスタート(絵本のプレ
ゼント)」を実施
新型コロナウイルス感染防止のため、原
則、住所区以外での受診はできません。

《広告欄》

健康相談会(予約制)

はじめての離乳食(予約制) 

ステップ離乳食（予約制）

育児相談会(予約制)

妊婦歯科健診（予約制）

その他健診

問

カレンダー
健 康
5月・6月の

世界禁煙デーは世界保健機関（WHO）が制定した禁煙を推進するための記念
日です。自身での禁煙が難しい人は禁煙外来などの医療の力を借りるのも一つで
す。自身の健康のために、周囲の人や、あなたの大切な人のためにも禁煙を検討し
てみませんか。
喫煙による新型コロナウイルス感染時の影響

5月31日は世界禁煙デー！禁煙で健康的な生活を！
健康応援通信②

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。

　密接・密集を避けるために、対象地区を設定して実施します。
※都合が悪い人は、対象地区以外でも受診できます
　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

乳がん検診
骨粗しょう症予防相談会
　健康福祉課　☎３７２-６３８５

○6月の日程

　４０歳以上　　検診車によるＸ線撮影（バリウム）検査

受付時間検診日 会　場 対象地区

※大通地区１　大通・大通西・大通黄金

※白根町部１　諏訪木・水道町・日の出町・砂押・一の町・二の町・三の町・四の町・
桜町・南新町・白根文京町・左エ門小路・旭町・中央通・平成町・永田町

※白根北部　七軒・四ツ興野・鯵潟・陽向台団地・十五間・三ケ字・保坂団地

予約不要

○集団検診　　6月29日（水）　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26日(木)から市役所コールセンター　☎243-4894
○施設検診　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

　6月29日（水）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19日（木）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）

乳がん検診　マンモグラフィ検査

肺がん（結核）検診

胃がん検診

骨粗しょう症予防相談会

健康・医療 肺がん・胃がん検診
　受診券・個人記録票・健康保険証・自己負担金
　健康福祉課　☎３７２-６３８５
※自宅で体温測定・体調確認をし、マスクを着用して来場してください

　プール監視補助業務（施設の管理および事務補助含む）
　5月15日（日）から希望勤務施設に電話連絡の上、履歴書持参

募　集 プール監視スタッフを募集

勤務施設 白根総合公園屋内プール ☎373-6311 味方B&G海洋センタープール ☎378-4528
応募資格

5人程度 １０人程度

火曜（火曜が祝日の場合は翌平日） 月曜（月曜が祝日の場合は翌平日）

募集人数
18歳以上(高校生は除く)で25ｍ泳げる人

〇勤務日
●勤務時間

賃　金 時給915円（交通費込み）
休館日

〇6/25(土)～9/4(日)
●8:30～12:30　●12:30～17:30
●17:30～21:30
※上記時間帯の1つもしくは連続した2
つ（2つの場合は最大7時間45分勤務
（うち60分休憩））
※6/25～7/22、8/26～9/4の平日
は17:30～21:30のみ

6月10日（金）

6月13日（月）

6月14日（火）

6月20日（月）

6月23日（木）

6月27日（月）

6月30日（木）

大通地域生活センター
臼井地域生活センター
庄瀬地域生活センター
新飯田地域生活センター
茨曽根地域生活センター
月潟健康センター

白根健康福祉センター

味方公民館
西白根公民館
七穂公民館
白根健康福祉センター

大通地区１※
臼井地区
庄瀬地区
新飯田地区
茨曽根地区
月潟地区

白根町部１※

味方地区
西白根地区
七穂地区
白根北部※

9：00～11：30
9：00～11：00
13：00～14：30
9：00～11：00
13：00～14：30
9：00～11：30
9：00～11：30
13：00～14：30
9：00～11：00
13：00～14：30
9：00～11：00
13：00～14：30

当日受付時間（各会場共通）　①9:00～9:30　②9:30～10:00　
③10:00～10:30　④10:30～11:00　⑤11:00～11:30
予約　　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してください

○６月の日程 要予約

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）

定員
８０人

各４０人

検診日
6月16日（木）
6月17日（金）
6月24日（金）

会　場
白根健康福祉センター
庄瀬地域生活センター
大通地域生活センター

予約開始日

5/26（木）から

6/6（月）から

新型コロナウイルスに
感染した喫煙者は
重症化しやすい？

生涯非喫煙者と比べて、
ICU治療、人工呼吸器
治療、死亡のリスクが
1.5倍から2倍高まると
いう報告があります。

（出典：日本禁煙学会）

健康福祉課　☎３７２-６３７５

受動喫煙で、
新型コロナウイルスに
感染・重症化しやすくなる？

タバコの煙などのPM2.5が大気中
に１㎍/㎥増えると新型コロナウイル
スによる死亡率が8%増加します。受

動喫煙により新型コロナウイ
ルスに感染し、重症化する危険
性が増える可能性があります。

〇6/25(土)～7/15(金)の土・日曜、祝日
〇7/16(土)～8/31(水)
〇9/1(木)～9/25(日)の土・日曜、祝日
●9：45～18：30　
※一部12：00～17:30

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
。
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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》

手話通訳者 鈴木さんの
たくさんの花が咲き、木々の緑が濃くなる気持ちのいい季節になりました。す
がすがしい風と共にどこかに出掛けたい気分になりますよね。今回は手話でドラ
イブをして、きれいな花を見に行きましょう！

①ハンドルを握って左右にグルッ！グル！っと
半回転ずつ動かします

②軽く物をつかむように
手を構えて蛇のようにク
ネクネさせて前へ出す

①両手でつぼみを作り手をひね
りながらつぼみを開く

②親指と人差し指をくっつけて
のぞきながら顔の前に出す

ドライブに行こう 花を見よう（花見も同じ表現です）

4
健康福祉課に在籍しています！

つぼみから手
を開く時は元
気よく！開花
の様子を表現
しましょう

ハンドルを握
るジェスチャ
ーをするので
分かりやすい
ね！

　①６月１４日②２８日（火）午前10時～11
時半
　白根学習館
　①親子のふれあい♡ベビーヨガ
②自由あそび＆ちょっとしゃべり場
　未就園児とその保護者　各日先着8組
　①５月３１日（火）までにかん
たん申し込み（右二次元コー
ド）※申し込み多数の場合は
抽選②当日直接会場へ

　５月２６日（木）午前10時から
　同館　
　勾玉（まがたま）ネックレスを作る　　
　先着15人　　２００円
　同館

　５月３１日（火）午前9時半から　　同館
　「NORIN TEN　稲塚権次郎物語」の
上映　　先着20人　　同館

　6月8日・22日(水)午後1時15分～4時
15分　　南区役所
　土地、金銭貸借、保証、債務、離婚、認
知など法律についての相談
　先着6人※1人30分　
　5月17日(火)以降に区民生活課　☎
372-6105

●第２８回菩提寺山ハイキング
　６月５日（日）午前9時半～午後0時半
　菩提寺山散策（土産付き）先着30人
（10人未満の場合中止あり）
　５月３１日（火）までに小須戸商工会　
☎0250-38-2560

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
子育てひろば　モモ

月潟地区公民館　☎375-1050
月寿教室

つきがた映画むら

相　談
弁護士の無料法律相談

区　政

　令和４年度南区組織目標について　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】 　５月２５日（水）午後2時から　　味方出張所
 傍聴　定員10人（先着）　　地域総務課　☎372-6605

第１回　南区自治協議会（概要）

南区と共にがんばる白高生！
県立白根高等学校・
地域コーディネーター
織田さんが
活動を紹介します

３月１６日、南区と県立白根高等学校は「連携・協力に関する協定」を締結しま
した。これまでも南区唯一の県立高校として、地域の皆さまにはさまざまな場面
で支えてもらいました。協定により、一層の連携を深めた中で積極的に南区のた
めに活動していく白高生たちの
活動を紹介していきます。
昨年度は、１年生の「健診おす
すめチラシ作成・配布」、２年生
の「南区仕事人図鑑作成」を実
施。今年度も「地域課題解決の
アイデア実践」や「南区仕事人
図鑑パート２」など、さらにパワ
ーアップした活動を計画中です。
お楽しみに！

昨年度実施した「健診おすす
めチラシ作成・配布」の様子
と「南区仕事人図鑑」

　世の中には動物が好きな人も、苦手な人もいます。全ての人・動物にとって暮ら
しやすい南区になるよう、ペットを飼っている人はマナーを守りましょう。
○犬の散歩をするときは、リードを離さず、ふんは持ち帰りましょう。
○猫はケガや病気から守るため、屋内飼育をお勧めします。敷地侵入や糞尿に
よる近所への迷惑を防ぐこともできます。
☆犬を飼っている皆さんへ
○犬は登録が必要です。
○狂犬病の予防注射は毎年必ず受けましょう。
○犬が死亡したとき、飼い主が変わったときは届けが必要です。
○鑑札・注射済票は首輪などで犬の身に着けてください。
　区民生活課　☎372-6145

くらし 人とペットが共に
暮らしやすい南区に

６月２日（木）～６日（月）午後１時～６時
（最終日は５時半まで）

白根大凧合戦開催にあたり、以下のことを徹底します。
観客制限
　〇県内在住者に限定する　〇会場内の混雑状況に応じ入場制限をする
会場内での感染防止対策
　〇観客同士の距離・観覧スペースはグループごとに適切な間隔を空ける
　〇会場への入口を設け、マスク着用の確認・検温・消毒・名簿記入をして入場する
　〇入場時にリストバンドを配布し、観客管理をする
凧組の感染防止対策
　〇検温・マスク着用・消毒、名簿管理
●交通規制のお知らせ
　規制区間を自動車で通行する場合は、実行委員会発行の通行許可証が必要で
す。区間に自宅などがあり、通行する必要のある人は申請書を５月２０日（金）まで
に下記へ提出してください。
◆申請書の請求・提出先　産業振興課または味方出張所
　産業振興課　☎３７２-６５０５

　掲載を希望する場合は、6月19日号は5
月25日（水）まで、7月3日号は6月8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

車両通行止区間

歩行者天国区間

2日 (木)・3日(金)・6日(月) 11:30~18:30
4日(土) 11:30~21:30、5日(日) 9:00~19:00
2日 (木)～4日 (土)・6日(月) 11:30~18:30
5日(日) 9:00~19:00
5日(日) 9:00~19:00

※雨天により、行事日程に変更があった場合は、交通規制も変更となります

西側
入場口

東側
入場口

旧
国
道
８
号

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
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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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