
国道８号白根バイパス
全線開通

３月１０日３月１０日日

開通を祝うとともに、地元南区をPRするため、記念イベ
ントを開催します。みんなで一緒に開通をお祝いしましょう。

イベント内容

いさな

天候によりイベント内容が変更になる場合がありますのでご了承ください。
なお、荒天時は中止となります。中止の場合、南区および南区観光協会ホーム
ページで3月9日（土）正午からお知らせします。
http://www.shironekankou.jp/　また、区役所・白根学習館に中止の掲示をします。

○イベント会場に駐車スペースはありません。
○白根学習館と南区役所に臨時駐車場を用意します。
○午前10時～午後1時まで無料シャトルバスを運行します。

※乗車時間約10分、随時往復します。
※白根学習館、区役所、イベント会場以外の場所では、乗降できません。

【無料シャトルバス運行ルート】
白根学習館 ⇔ イベント会場 南区役所 ⇔ イベント会場○イベント会場に駐車スペースはありません。

○白根学習館と南区役所に臨時駐車場を用意します
○午前10時～午後1時まで無料シャトルバスを運行し

イベント当日の交通について

開通により期待される
主な効果
開通により期待される
主な効果

国道8号のスムーズな走行が可能になります
バイパス開通による市街地の迂回で、スムーズ
な通行が可能となります。
バイパスに交通が転換することで、路線バスの利
便性向上が期待されます。

安全な走行環境が確保されます
現在の国道8号では、混雑に起因する追突など
の交通事故が発生していますが、バイパスに交
通が転換することで、交通事故の減少が期待さ
れます。

効果1 効果2

●見て感動！！

●食べて感動！！

●癒やされ・楽しんで感動！！

※タイムスケジュールは進行状況により変更する場合があります。

【主催】国道8号白根バイパス全線開通記念イベント実行委員会
問い合わせ　同実行委員会事務局（建設課内）　☎372-6490
土・日曜を除く　午前８時半～午後5時半　前日、当日の問い合わせは午前9時～午後5時

国道8号白根バイパスの開通区間（保坂→鯵潟）を歩いてみませんか。開通
直前の道路上でウオーキングイベントを開催します。参加費は無料。事前申し
込みは不要です（小学生以下は保護者同伴）。
集合場所 南区役所 正面階段前
集合時間 午前9時
開催時間 午前9時半～10時半（予定）
コ ー ス 白根バイパス　保坂→鯵潟間　約2㎞　ゆっくり歩いて約40分
　集合場所からスタート地点まで、およびゴール地点から区役所までは、無料
シャトルバスを運行します。
※現地には駐車スペースはありませんので、必ず集合場所にお集まりください。

開通記念ウオーキング

時間 午前10時～午後0時半

午前9時半スタート

会場 白根バイパス敷地内（鯵潟地内）

開通記念イベント 少雨決行

北陸地方整備局新潟国道事務所が整備
を進めている国道８号白根バイパスのうち、
保坂～鯵潟間の延長２．０ｋｍが開通します。
これにより国道８号白根バイパス全線の延
長５．９ｋｍが暫定２車線でつながります。
開通日には、記念イベントやウオーキング
を開催します。

う  かい

記載のものは全て無料。無くなり次第終了

10:30～11:00 記念凧揚げ(白根凧合戦協会)
10:30～10:50 太鼓披露(白根大凧太鼓勇南)

10:00～11:15 消防車両などの展示（南消防署ほか）

10:50～11:10 消防音楽隊演奏（新潟市消防音楽隊）

10:00～11:15
でんぶ焼き・紅白まんじゅう（白根商工会）、甘酒・おしるこ（白根観光きのこ園）
の振る舞い、もちむぎ（ゆうーわ）の配布

12:00～12:30 イチゴ試食（ＪＡ新潟みらい）、きのこ汁（白根観光きのこ園）の振る舞い

10:30～11:30 射的（白根青年会議所）、笹団五郎・花野古町によるＰＲ
12:00～12:30 お花のプレゼント（ＪＡ新潟みらい）
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南区役所だより　No.285 平成31年2月17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　http：//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（平成31年1月末現在、カッコ内は前月比）：44,851人（－54）　男：21,836人（－28）　女：23,015人（－26）　世帯数 16,025世帯（＋6）（住民基本台帳による）



　3月1０日(日)　午前９時半～午後３時
　月潟農村環境改善センター
　唄、踊り、民謡、舞踊、太鼓など各団体
が日頃の練習の成果を披露します。
　当日直接会場へ
　月潟地区公民館　☎375-1050

　2月23日(土)午後2時～3時
　白根健康福祉センター
　シナプソロジー（楽しみながら脳を活性
化する健康プログラム）体験
　300円　　当日直接会場へ
　居宅介護支援事業所うすい ☎371-1212

　３月５日(火)・９日(土)・１５日(金)・２４日
(日)　午後2時～4時
　白根カルチャーセンター
　各回先着1組 １５歳以上(中学生除く)
　250円(施設使用料)
　同センター窓口または電話 ☎373-6311

　南区主催の成人式（式典）は開催しませ
んので、対象となる新成人（平成11年4月
2日～平成12年4月1日生まれ）で成人式
参加希望者は2020年1月に開催予定の
新潟市成人式にご参加ください。
　なお、2020年度から（仮称）「20歳（は
たち）の集い」の開催について検討する実
行(企画)委員を募集します。
募集対象　下記年齢の南区民
19歳(平成11年4月2日～平成12年4月
1日生まれ)
18歳(平成12年4月2日～平成13年4月
1日生まれ)
　3月31日(日)までに白根地区公民館へ
　☎372-5533

　３月１３日(水)午後１時１５分～４時１５分
　南区役所４階406会議室
　土地、金銭貸借、保証、債務、離婚、認
知、相続など法律に関する相談
　6人（申込順）　※1人30分
　２月１９日(火)以降に電話で区民生活
課へ　☎372-6105

　３月７日（木）午前10時～11時半
　白根児童センター
　助産師の鷲尾さんに聞いてみよう、茶話会
　乳幼児親子　　当日直接会場へ
　同センター　☎372-0530

　白根学習館
①ロゼッタ作り
　3月12日(火)午前10時～11時半
　先着15人　　500円
②講座「イライラ・ムカムカはどこから来
るの？」
　3月26日(火)午前１０時～正午
　未就園児の保護者２０人(応募多数の
場合は抽選)　保育定員２０人(生後６カ月
以降)
　２月１７日（日）以降(②は３月１０日（日）
まで)に白根地区公民館へ
☎372-5533

　２月２４日(日)午前10時～午後0時半
　白根児童センター
　白根カトリック幼稚園ステージ発表、段
ボール迷路、工作・体験コーナー、食べ物
の販売、じゃんけん大会、バザーなど
持ち物　靴袋
　同センター　☎372-0530

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。

弁護士の無料法律相談弁護士の無料法律相談

相　談

子育てサロン　モモ子育てサロン　モモ

子育てオーエンジャー☆みなみ
子育て広場　ほっぺちゃんひろば
子育てオーエンジャー☆みなみ
子育て広場　ほっぺちゃんひろば

子育て

白根コミュニティ協議会 ふゆまつり白根コミュニティ協議会 ふゆまつり

お出かけください

月潟地区芸能祭月潟地区芸能祭

南区家族介護教室南区家族介護教室
介　護

2020年度からの
南区成人式について
2020年度からの
南区成人式について

白根地区公民館

《広告欄》

第10回　南区自治協議会（概要）
1月３０日に第１０回南区自治協議会が開催されました。「出張所見直しの検討
状況について（案）」などの説明がありました。詳しい会議内容は、南区ホーム
ページに掲載するほか、地域生活センターなど区内の公共施設で閲覧できます。
【次回の自治協議会】　日時 ２月２７日（水）午後1時から　会場 南区役所４階講堂
 傍聴 定員10人　問い合わせ 地域総務課 ☎372-6605 

体力測定＆トレーニング入門教室　体力測定＆トレーニング入門教室　

スポーツ

募集期間 ２月１８日(月)～３月１8日(月)
作業内容 南区内で農作業を行ってもらいます。
 ※枝拾い、受粉、袋掛け、収穫、出荷など農作業全般
雇用形態 同公社臨時職員。雇用開始は3月以降の見込みで、希望日の勤務を

基本とします。
条　　件 ファクスまたはメールで同公社と連絡ができる人
時　　給 805円から　※作業内容により時給が異なります
勤務時間 1日5時間30分(作業内容、時期により変更有り)、週30時間以内
待　　遇 労災保険加入、交通費支給（1日限度額100円）、賃金翌月払い
申し込み 同公社へ住所、氏名、年齢、連絡先をご連絡ください。後日説明会を

予定しています。
問い合わせ　同公社  ☎372-5024  FAX374-0780
 　メールkousya-shirone@beach.ocn.ne.jp

農作業を手伝う
パート職員を募集します
農作業を手伝う
パート職員を募集します
(公社)新潟市南区農業振興公社では、農作
業を手伝うパート職員を募集します。

　　　　　　　　　　 地域の課題解決に向けた
平成31年度「南区まちづくり活動サポート事業」を募集
　　　　　　　　　　 地域の課題解決に向けた
平成31年度「南区まちづくり活動サポート事業」を募集
南区自治協議会提案事業

　南区の地域課題の解決に向けた事業で、来年度、地域活動団体が実施したい
事業を募集します。
　ただし、平成31年２月定例市議会で、平成31年度一般会計予算が可決された場合に
事業実施となります。
対象事業 地域活動団体が、南区自治協議会の事業募集に応募して（または

南区自治協議会と連携して）実施したい事業で、南区の課題解決に
つながる事業

募集期限 ２月１９日（火）～4月１９日（金）
事 業 費  １事業につき50万円以内
 ※委託料として支払い、超過分は提案団体の負担
応募資格 南区内に主たる活動拠点を有する非営利の団体。宗教、政治に関

する団体、暴力団ではないこと。
応募方法
　(1)募集説明会　募集説明会への出席が、応募の条件となります。
 ◆日時　３月１９日（火）午後７時から
 ◆会場　南区役所４階講堂
 ◆申し込み ３月１５日（金）までにファクスか電子メールで地域総務課へ
  FAX373-2385　メールchiikisomu.s@city.niigata.lg.jp
　(2)申請書類　
　　　南区ホームページからダウンロード可。地域総務課でも配布しています。

募集要項、申請書類は、募集説明会でも配布します。
そ の 他  審査は、一次審査（書類審査）、二次審査（プレゼンテーション審査）

を行います。
問い合わせ　地域総務課　☎372-6605

区役所で臨時職員として働いてみませんか
　2019年度の区役所事務臨時職員を募集しています。申込者は臨時職員希望者
として登録し、依頼する業務が発生した段階で連絡します。

職　　種 一般事務（事務補助）
募集条件 事務的経験があり、ワード・エクセル等のパソコン操作ができる人
賃　　金 時給810円、日給6,350円（平成30年4月1日現在）
 通勤距離に応じて通勤手当の支給あり
勤務時間 月曜日から金曜日の午前８時３０分から午後５時３０分のうち
 １日５時間～７時間４５分　　土・日・祝日・年末年始は休日
期　　間 １回の雇用につき１～６カ月程度
申し込み 地域総務課・出張所・地域生活センターに備え付けの申込書か、市販

の履歴書に必要事項を記入し、写真を貼り付けの上、本人が地域総務
課に持参。※申込書は区役所ホームページからダウンロード可。

問い合わせ　地域総務課　☎372-6421

詳しくは白根学習館に備え付けの募集要項をご覧ください。
対　象 南区および近隣に在住の人　　会　場　白根学習館ほか
受講費 大学運営費年間1,000円（子ども講座は除く）と講座費（講座別）
申し込み方法　3月11日（月・必着）までに申込書に記入の上、持参、ファク
ス、郵送のいずれかで提出
申し込み・問い合わせ 白根地区公民館　(〒950-1377南区田中383)
  ☎372-5533　ＦＡＸ372-5513

区　分
子ども講座

成人講座

講　座　名 開催期間 回　数

平成31年度しろね市民大学講座生を募集！平成31年度しろね市民大学講座生を募集！

楽しい将棋
川柳と遊ぼう、初歩の茶道、書道（午前の
部・午後の部）、華道、コーラス、オカリナ

Excel2013入門編、
Word2013入門編（昼の部、夜の部）
実用習字

20回

各24回

各20回

16回

４～3月

5～12月

洋画 20回
彫紙アート 12回
ふるさと自然探訪 9回

南区役所だより　 平成31年2月17日No.285●②

■□日＝日時　■□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　■□問＝問い合わせ ♣は、にいがた未来ポイント



《広告欄》

■南区役所
　３月1９日(火)
受け付け　午前9時～11時半
　健康相談（禁煙相談も可）
持ち物　健康診断の結果
（無くても相談可能）
　健康福祉課　☎372-6385

■白根健康福祉センター
　３月１４日(木)
受け付け　午後1時45分～2時
　離乳食の進め方と試食（講話は１時
間程度）
　生後4～5カ月ころの赤ちゃんの保育
者 先着20人
持ち物　母子健康手帳、バスタオル
　２月２０日(水)～３月１２日(火)に市役
所コールセンター　☎243-4894

■月潟健康センター
　2月22日、3月22日(金)
■味方健康センター
　2月28日、3月7日(木)

■白根健康福祉センター
　３月１４日(木)
受け付け　午前9時半～11時
　身体計測、保健師・助産師・栄養士に
よる相談。
　乳幼児の保育者
持ち物　母子健康手帳

■白根健康福祉センター
　２月２７日(水)
受け付け　午後１時～同45分
　妊婦　持ち物　母子健康手帳
※今年度から母子健康手帳の交付は、
区役所・出張所窓口のみとなりました。歯
科健診と同日の集団交付はありません。

■白根健康福祉センター
　２月2６日(火)　　4歳未満児
フッ化物塗布(先着20人)
受け付け　午後１時半～2時
　歯科健診、フッ化物塗布
持ち物　母子健康手帳　　1,020円
　2月24日（日）までに市役所コール
センター ☎243-4894
かむかむスマイル食育講座
(フッ化物塗布会場で同時開催)
受け付け　午後1時半～2時半
　栄養士による幼児期の食事・おやつ
のミニ講座　　当日直接会場へ

股関節検診＝3月6日(水)
1歳誕生歯科健診＝３月７日（木）
1歳6カ月児健診＝３月１３日(水)
3歳児健診＝３月１５日(金)
※1歳誕生歯科健診後に「ブックスタート
（読み聞かせと絵本のプレゼント）」を実施

問

カレンダーカレンダーカレンダー
健 康健 康健 康

2月・3月の

フッ化物塗布（予約制）・
かむかむスマイル食育講座（予約不要）
フッ化物塗布（予約制）・
かむかむスマイル食育講座（予約不要）

定例日健康相談（予約制）定例日健康相談（予約制）

はじめての離乳食（予約制）はじめての離乳食（予約制）

育児相談会育児相談会

妊婦歯科健診妊婦歯科健診

その他その他

もしものときのために「人生会議」をしてみませんかめに「人生会議」
健康応援通信⑩

１月の活動について紹介します（白根保育園での活動）

活動
紹介
活動
紹介 1月の「南区の実りをいただく日」1月の「南区の実りをいただく日」

「外は寒いけど、暖かい部屋でも野菜を育てられるんだよ！」と始まった、ハ
ツカ大根栽培。ペットボトルの手作り植木鉢に、ワクワクしながら種をまきま
した。にょきにょき伸びた芽はカイワレ大根です。みんなで食べたら「苦ーい！」
「大根おろしの味がする！」…と、
楽しく育てている様子を1月
の集会で発表しました。また、
クイズを通して冬野菜の種類
や栄養についても学びました。
給食では人参のたくさん入っ
たシチューをみんなで食べ、
「これも冬野菜だね！」と気付き、
興味・関心を深めました。

●医療と介護の連携で療養生活を支えます
南区では在宅での療養を希望する人へ、住み慣れた家で安心して療養生活を
送れるよう、医療や介護の専門職がネットワークをつくり、在宅医療や在宅療養が
スムーズにいくよう体制づくりをしています。

●もしもの時のために「人生会議」
国は、もしもの時のために、あなたが望む医療やケアについて前もって考え、家
族や医療・ケアチーム等と繰り返し話し合い、共有する取り組みをすすめています。
昨年11月にこの取り組みを「人生会議」と名付けました。
一般的に命の危険が迫った状態になると約70％の人が、医療やケアなどを自
分で決めたり、望みを人に伝えたりすることができなくなるといわれています。あな
たも、大切な人の看取り（人生の最期）が迫ったり、医療やケアの選択を迫られたり
することがあるかもしれません。
日頃から、自身の最期について考え、家族や周囲の人と話すことで、もしもの時
に自分が意思表示できなくても、家族等があなたに代わって医療やケアの方向性
を医師等に伝えることができるので、自分らしい望んだ療養につながります。また、
かかりつけ医等から心身の状況について、適切な説明を受けることも重要なため、
日頃から相談できるかかりつけ医を持っておくと安心です。

●自分の人生をどう生きたいのかを考える
自分の人生をどう生きたいかを考えることが、自分

らしい人生の最終段階の過ごし方を思い描くことに
つながっていきます。心身の状態に応じて、どのよう
に過ごしたいかは変化するので、何度でも繰り返し考
えたり話し合うことが大切です。「人生会議」につい
て詳しく知りたい場合は、区役所にご相談ください。

問い合わせ　
南区役所健康福祉課　☎372-6375

　掲載を希望する場合は、3月17日号は2
月20日（水）まで、4月7日号は3月12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

情報掲示板板板示示示情報掲示板情報掲示板情報掲示板
●りゅーと新潟フィルハーモニー管弦楽団
　第 2回定期演奏会
　２月２４日（日）午後２時～４時
　新潟市音楽文化会館ホール（中央区
一番堀通町3）
　モーツァルト　フィガロの結婚序曲、交
響曲第４０番、ベートーベン交響曲第１番
　先着５３０人  
　当日直接会場へ
　同楽団　熊澤　☎090-2300-7600
●新潟大学医学部医学科第７回学外講義
２０１９　死因究明の最前線
　３月２日（土）午後１時～３時

　新潟市民プラザホール（中央区西堀通
６　ＮＥＸＴ２１ビル６階）
　先着３００人　
　当日直接会場へ
　同学部庶務係　☎227-2003
●まごころしろね公開講演会
　３月１０日（日）午後１時～午後４時
　JA新潟みらい本店ドリームホール
　『血液の呼び鈴は、筋肉』 講師 二村ヤ
ソ子さん、『ずっとここで暮らし続けたい』 
講師 河田珪子さん
　３月４日（月）までにＪＡ新潟みらいしろ
ねグリーンセンターへ　☎372-1178

「終活」を考えることは生き方を考えること
1月20日、白根健康福祉センターで「男にとっての終活　女にとっての終活」と
題して講演会が行われました。南区男女共同参画地域推進事業の一環で、約90
人が参加しました。
講師の角田山妙光寺前住職　小川英爾さんは、死を迎えるまでの準備や、現

状の制度・課題などをユーモアを交
えながら語り、「大切なことは自分自
身がどう生きるかということ。残され
る人が困らないように知人の連絡先
などを残しておくとよい」と話してい
ました。
参加した白根地区在住の女性は

「必ず身近にある問題。世の中の流
れに沿った話で分かりやすかった。こ
れからの自分のことを考えるときの
ポイントをつかむことができた」と感
想を話してくれました。

まちまちののの話題

「南区の実りをいただく日」は、区内の農家での収穫体験や、収穫した農産物を給
食でいただくことで、園児たちに南区の豊かな農産物を知ってもらい、地域のことや
食べものに関心をもってもらおうと、毎月、区内公立保育園で行っているものです。

段ボール・コンポスト で
生ごみを堆肥化しませんか？
　市では、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、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。段ボール箱内の基
材に生ごみを入れて混ぜることで、生ごみを分解し、堆肥
化できます。南区在住の人には、特典として生ごみを混ぜ
込むときに使用する「移植ごて」をプレゼント。
販売場所　南区役所　区民生活課　生活環境係
販売価格　１セット500円(基材のみ400円)
問い合わせ　区民生活課　☎372-6145　　

段ボールコンポスト

特典の移植ごて

み　と

にんじん
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