
新潟市らくらくチケレス
を利用して区バスで出掛けよう♪
新型コロナウイルス感染拡大の要因となる接触機会を減らすと同時に、利用者の利便性向上を図るため、スマート

フォンによるキャッシュレス決済システムが区バス全ルートで利用可能です。
さらに便利になった区バスに乗って「ちょっとそこまで買い物へ」「今日は子どもと一緒に旅気分」はいかがですか？

利用方法
バス停や車内に設置した
NFCタグをタッチ または
二次元コードを読み取る

公共交通情報コーナー 令和３年度
南区バスの利用実績

令和3年度は「北部ルート」「白根・さつき野駅ルート」「東部ルート」など学生が多く利用するルート
で前年に比べ利用者数が増加し、利用者数は全体で3,656人増加しました。
区バスは学生や運転免許証を返納した高齢者など、自動車の運転

をしない人たちが多く利用する大切な移動手段です。 区バスを維持
するためには皆さんの協力が不可欠です。ぜひ、利用してください。

▶利用者数が2年連続で増加

▶区バス利用者数推移

《ルート別利用者数》 単位：人

〇時刻表は、バスの中や区役所、地域生活センターにあります　　地域総務課　☎372-6605

区　分

大　人
中高生
小学生

利用者数合計
前年度比

北部 大鷲 白根・
さつき野駅

新飯田・
茨曽根 庄瀬 東部

スマートフォンの
画面でバス停を選択 利用人数を選択 決済方法を選ぶ 「降車する」を押してから、

降車画面を運転手に見せる

利用可能な決済

スマホで区バス運賃の支払いができます！

※クレジットカードを登録して
おくと便利です

　白根さいとう眼科前と　かさはらクリニック前の
間にある南消防署！！

南区役所を出発すると間もなく！
次の「白根さいとう眼科前」を通過し、左カーブ
を曲ると大きな建物が見えてきます。子どもた
ちに大人気の赤くてカッコいい消防車がずらっ
と並んでいます。
日々、皆さんの生活を守ってくれている消防車
をバスの中から見てほしいな～♪

小さな男の子とお母さんが区バスに
乗り込んで来ました。席に座るとお母さ
んは「良かったね。バスだよ～」と話し掛
けます。男の子もその言葉に反応して、
にこにこ笑顔。お母さんに話を聞くと、
最近大好きになったバスに初めて乗っ
たとのこと。初体験のバス乗車は楽し
かったかな？
ぐるりん号に乗っていたら、とてもす
てきな場面に出会いました。

またバスに
乗ってね！

初めてバスに乗ったよ♪

この場所は
どこかな？

ぐるりん号
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号

4,867 
7 
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合計

13,089 
10,720 
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29,465 
+3,656 

《区分別利用者数（前年度比較）》
単位：人
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（キャッシュレス決済）

キャッシュレス決済を利用した人は「しろね大凧と歴史の館」を割引料金で入館できます。
施設に設置してあるNFCタグをタッチまたは二次元コードを読み取り、
クーポンを受け取ってください。
　　　400円 ⇒ 300円　　　　　　　　200円 ⇒ 150円
※乗車券利用後、クーポンが使用可能。利用は当日に限り有効

施設の詳細に
ついては
こちらから

タッチするだけで
とても簡単！

小銭を用意
しなくても大丈夫！

1 2 3 4 5

大人 小・中・高校生

《南区バス利用者数の推移（全体）》
単位：人
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8,335人足りない

約4,000人が1回往復
利用するだけで達成で
きます！

よ～し！今日はバスで
イオンへ行ってみよう♪
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南区役所だより　No.364 令和4年6月5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4月末現在、カッコ内は前月比）：43,394人（－39）　男：21,121人（－16）　女：22,273人（－23）　世帯数 16,529世帯（＋26）（住民基本台帳による）



《広告欄》

子育て 児童館・児童センター
オーエンジャー☆みなみ

●小学生お誕生会
　6月15日（水）午後4時から 　6月生ま
れの誕生会　 小学生 　当日直接会場へ

●ちびっこ工作週間
　6月5日(日)～10日（金）　 家で工作
ができるようキットを渡します　 乳幼児
とその保護者 先着20人　 直接会場へ

●七夕飾りウイーク
　6月25日（土）～7月7日（木）
　七夕の短冊や、飾りを作って笹に飾
ろう　　直接会場へ

●七夕飾りを作ろう
　6月13日(月)～7月7日(木)　　七夕飾
りを作って笹に飾ろう　 当日直接会場へ

●にゃんこの手　パパサロン
　6月19日（日）午前9時半～10時半
　白根北児童館　　ベビーマッサージ
　2カ月～1歳の赤ちゃんとパパ 先着
15組　　100円(オイル代)　
　同館　☎379-1260
●ほっぺちゃんひろば
　6月17日（金）午前10時～同30分
　白根カトリックこども園　　わらべう
た＆絵本とピアノ　 乳幼児とその保護
者　先着5組　 同園　☎372-1843
●きらきらフレンド
　6月17日(金)午前10時半～11時半
　月潟地区公民館　　手遊び、絵本の
読み聞かせ、エプロンシアター　　乳幼
児とその保護者 先着5組
　月潟地区公民館へ電話
（375-1050）またはメール
（右二次元コード）

図書館

白根図書館　☎372-5510
●読書会
　6月19日（日）午後2時から
　白根学習館　　テーマ「絵のない絵
本」Ｈ・Ｃ・アンデルセン／作　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
●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
　6月9日・23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

味方児童館 ☎201-8346

白根北児童館 ☎379-1260

白根南児童館 ☎201-602１ 子育てオーエンジャー☆
みなみ

白根児童センター ☎372-0530

健康・医療 胃がん検診
　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

　受診券・個人記録票・健康保険証・自己負担金
　４０歳以上　　検診車によるＸ線撮影（バリウム）検査

胃がん検診

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

○7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
４０人

各日８０人

検診日
7月01日（金）
7月12日（火）
7月28日（木）

会　場
鷲巻地域生活センター

白根健康福祉センター

予約開始日
6/10（金）～

7/07（木）～
6/24（金）～

こんにちは！高齢者の総合相談窓口

●で ●す 今月のお知らせ

高齢者の方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。認知症について困っていることなど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～
　6月2５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　

南区内でも被害が出ています！「特殊詐欺」にご注意を！ 

銀行や役所などをかたり、電話で言葉巧みにお金の話をしてくるのは、
詐欺です。まずは、一旦電話を切り、絶対に１人で判断しないで身近な人
や警察に相談しましょう！
不審な電話に出ないために、常に「留守番電話」にしておき、電話口の
相手が名乗ってから電話に出るなどの対策をしましょう。
これから電話機の買い替えを考えている人は、録音機能付きの「防犯
電話」なども未然に防ぐために効果的です。

どなたでも参加できます。
介護専門職も参加し、
気軽に相談できます。

●ＡＴＭを操作してほしい
●お金が戻ってくる

●キャッシュカードを預かる
●暗証番号を教えて

　「認知症」について、認知症疾患医療センター相談員と地域
包括支援センターの職員が、分かりやすくお話しします。
　６月２５日（土）午前１０時～１１時半
　白根緑ヶ丘病院　　先着２０人
　地域包括支援センターあじかた　☎３７２-５１２１　

募　集

認知症サポーター養成講座 一緒に
学びましょう！

白根カルチャーセンター　☎373-6311

スポーツ

　窓口、電話、ホームページ（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です
※回数や受講料などの詳細は各施設に問い合わせてください

教室名 期間 曜日 時間 教室名 期間 曜日 時間
フラダンス

ルーシーダットン
＆セルフマッサージ

ナイター初心者
テニス

ストレッチヨガ
（夜）
エアロビクス＆
骨盤ダンス（夜）

ストレッチヨガ
（午前）

ＺＵMＢＡ（ズンバ）

エアロビクス＆
骨盤ダンス（午前）
太極舞
(タイチーダンス）
ピラティス（夜）
ヨガ（午前）

7/4～8/22

7/11～9/12

7/5～9/27

7/14～9/22

7/8～9/16
7/2～8/6

月

火

木

金
土

13:30～14:30

19:20～21:00

10:00～11:30

19:00～19:45

20:00～20:45

10:00～10:45

11:00～11:45

7/13～9/7 水 11:00～11:50

20:00～20:45

20:00～20:45
10:30～11:30

夏期スポーツ教室　参加者募集

味方B&G海洋センタープール　☎378-4528
窓口、電話　※毎回入場料（大人200円、子ども100円）が別途必要
教室名 期間 曜日 時間 教室名 期間 曜日 時間

プールde健康 7/20~8/17 水 14:00~14:50
アクアエクササイズ 7/13~8/17 19:00~19:45
短期ちびっこ水泳
小学１・２年生①

7/26~8/18 火・木

9:30~10:30

短期ちびっこ水泳
小学１・２年生② 10:45~11:45

短期ちびっこ水泳
小学３・４年生① 7/27~8/19 水・金

9:30~10:30
短期ちびっこ水泳
小学３・４年生② 10:45~11:45

短期ちびっこ水泳
小学５・６年生 7/26~8/5

火・木・金
13:30～14:30

催　し 第１5回南区美術展覧会
区内の優れた作品が一堂に

　6月18日（土）～23日（木）午前9時～午後6時　 白根学習館
　南区民などから募集した日本画・洋画・版画、書道、写真、彫
塑・工芸を展示
　当日直接会場へ　　地域総務課　☎372-6604

最
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南区役所だより　 令和4年6月5日No.364●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



　６月２８日（火）午前9時半から
　同館　　「素晴らしき哉、人生」の上映
　先着20人　　同館

　６月２８日～７月２６日（火）全５回　午後
7時半～8時半　　同館　　１８歳以上
の女性　先着１５人　　５００円　　同館

　足圧測定で、足裏バランスを確認しま
せんか？その結果や体の悩みを聞き取り
ながら、今後のアドバイスをします。
　6月7日(火)～10日(金)午前10時半～
午後8時　　白根カルチャーセンター
　当日会場へ
　同センター　☎373-6311

南区のイベントや観光情報など、
南区の「今」を発信しています。
（右二次元コードから）
　地域総務課 ☎372-6621

　家庭から出る生ごみの減量とリサイクルを推進するため、市オリジナルの段ボー
ルコンポスト「サイチョのマジックダンボール」を販売しています。
　南区在住の人には、生ごみを混ぜ込むときに使用する
「移植ごて」と、できた堆肥で植物や野菜を育てるための
「プランター」をプレゼントします。
　区民生活課　　１セット５００円（基材のみは４００円）
※基材とは、微生物により生ごみを堆肥化する基となる材料
　同課　☎３７２-６１４５

《広告欄》

４月９日、白根学習館で南区自治会長等永年勤
続者表彰・南区感謝状贈呈式が行われました。
日頃から地域振興と市政の発展に尽力している

７人に感謝状が贈られました。自治会長等永年勤
続表彰は、吉田末治さん（菱潟新田）・安達竹郎さ
ん（鷲ノ木新田）・上杉栄一さん（白根）・小柴重年
さん（上下諏訪木）の４人へ。南区感謝状贈呈は、
尾竹勝衛さん（下木山）・荒川佐和子さん（大通黄
金）・山宮勇雄さん（西白根）の３人。皆さんの協力
に感謝します。

まちの

　6月28日（火）午後1時半から
　白根学習館　
　「ヒマラヤの赤い自転車」の上映
　先着230人　　当日直接会場へ

　６月２３日（木）午後2時～4時
　同館　　寄せ植え講座
　先着15人　　１，８００円　　同館

シロネシネマ喜楽座
白根地区公民館　☎372-5533

月寿教室

つきがた映画むら

女性セミナー「チャクラヨガ」

月潟地区公民館　☎375-1050

足圧無料測定会

南区公式PRツイッター

その他

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。

区内の自治会・町内会への協力に感謝

第一生命保険㈱新潟支社白根営業オフィスから
区に寄付金が贈られ、４月２７日区役所会議室にて
贈呈式が開催されました。
贈呈式では、松田白根オフィス長から「南区の健
康・福祉に活用いただきたい」との言葉に、五十嵐
区長は「健康寿命の延伸などの事業に活用させていただきます」と感謝の言葉
を伝えました。
令和元年度に市と第一生命保険㈱の間で締結した「地方創生に関する包括
連携協定」に関連して、今後も区の福祉事業や区づくり事業などにも連携した
取り組みを行うことも確認しました。

南区の健康と福祉のために

５月８日晴天！白根ハーフマラソンが種目を１０㎞
とハーフに限定、参加者を新潟県在住者1000人
に絞って開催しました。ランナーたちは、遠くに残雪
が残る山々や田植えが終わった田んぼなど、新潟ら
しい風景の中を疾走しました。

１０㎞男子４０歳以上４９歳以下に出場し、５位入賞した荒川
涼さんは「時間がない中で、早朝練習をしました。子どもたちが
タイムを計ってくれたり、妻の大きな協力があってこそ練習がで
きました。家族に感謝しています」と話してくれました。入賞され
た皆さん、おめでとうございました。

３年振りの第３５回白根ハーフマラソン

前田 し推
みなみーて地域応援隊の活動を紹介　

maeda
oshi! 凧合戦の魅力を発信中

南区の伝統行事といえば「白根大凧合戦」！300年続く伝統に情熱を注いでいる地域の
人たちから凧作りを教わりました。そして、その様子を世界に向けて発信中です♪

24畳もの大きな凧を空中で絡めて戦うエネル
ギッシュな白根大凧合戦。大凧はチーム一丸となっ
て何カ月も前から自分たちの手で骨組・色塗り・綱
付けをして制作しています。「この凧で勝つ」という
熱い想いを知り、戦いはもう始まっているんだと感じ
ました。合戦当日だけではない、白根大凧合戦の魅
力をまたひとつ発見しました。

合戦本番に向けての凧作りをSNSにアップしたところ「い
つか白根大凧合戦を見に行きたい！」と、県外やハワイからコ
メントがありました。準備の様子や関わっている人たちの様
子を伝えることで、世界中に「凧合戦に興味を持ってもらえる
んだ」と実感しました。今後は旅行会社などと連携して観戦
ツアーを考えたり、来年の凧合戦を現地で体感してもらえる
ような取り組みを進めていきたいです。

合戦当日だけじゃない！！
凧合戦の魅力とは？

完成した骨組み

力を合わせてみんなで作業中

色塗りに挑戦

自治会長等永年勤続表彰

南区感謝状贈呈

○住宅に侵入される盗難被害は、家人が不在の時だけでなく、在宅中でも発生し
ています。玄関の鍵はもちろんのこと、風呂場やトイレの窓、誰もいない部屋の
窓も忘れずに掛けましょう。
○車上荒しや自動車の盗難は、その多くが駐車場や自宅で発生しています。短い
時間であっても車から離れるときは、エンジンを停止させ、確実にドアの鍵を掛
けましょう。
　地域総務課　☎372-6431

くらし 鍵を掛けましょう！
～盗難被害の防止対策～

電気関係の火災は、電気機器の老朽化や日常生活での間違った取り扱いなど
が原因で発生します。
令和３年の市内で発生した住宅火災は５４件中１２件が電気火災でした。以下

の点に注意し、電気火災を防ぎましょう。

くらし

電気火災に注意を！！

プラグに
ほこりをためない　

コードを束ねない コードの上に
重いものを置かない 

使わない時は
コンセントを抜く

南消防署　市民安全課　☎372-0119

段ボールコンポスト で生ごみを堆肥に！

子どものうちからＳＤＧｓ in南区
南区の保育園児が段ボールコンポストで生ごみの
堆肥化にチャレンジしています。その様子を区ホー
ムページ（右二次元コード）で公開しています。

１ 2 3 4

鯛町組にお世話に
なりました

県外、海外の方も凧合戦に興味深 ！々

凧に綱を
付けました

気を付け
なくちゃ！

発見

1
発見

2新
型
コ
ロ
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ウ
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で
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催
し
な
ど
が
中
止
・
延
期
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
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