
日時　毎週火・木曜　午前10時～午後3時　
場所　白根３０２７
参加費　３００円　※昼食は３００円追加で提供します

日時　毎週火・水・木曜　午前９時～午後２時
場所　庄瀬１１５４
参加費　１００円　※水曜は弁当（３６０円）、
木曜はランチメニューの提供あり

今年の５月にオープンしました。地場産農産物
の加工品を作る、グループ「しなのがわ工房まま
や」が地域の人が気軽に立ち寄り、お茶や昼食な
どを楽しめる憩いの場所が欲しいとの思いから始
めました。
利用者からは「ままやでは会話が楽しく昼食もお

いしい」と大好評。ままやの皆さんは「庄瀬の元気
のために頑張っていきたい」と意気込んでいます。

市長とすまいるトークin南区市長とすまいるトークin南区
　区民の皆さんの意見を中原市長が聞く「すまいるトーク」を開催しま
す。事前の申し込みは不要ですので、お気軽に参加ください。発言は南
区に在住または通勤・通学する人に限ります。
日　時 １０月２７日（日）午前１０時半～１１時５０分
場　所 南区役所４階講堂
テーマ 子育て支援・健康寿命の延伸への取り組み～少子化・超高齢化
社会を踏まえて～　※手話通訳・要約筆記あり
問い合わせ　地域総務課　☎３７２－６６２１

天昌堂サロン天昌堂サロン

ままやままや

地域の茶の間地域の茶の間地域の茶の間
地域の茶の間は誰でも気軽に交流できる場所です。「話し相手や一緒にご飯を食べる人が欲しい」、「楽し

く過ごせる場所が欲しい」などの気持ちにそっと寄り添う地域の居場所です。気にはなるけどまだ行ったこ
とがない人は、茶の間デビューをしてみませんか。区内で開設している茶の間の一部を紹介します。

バラエティに富んだ昼食

みんなで食べるとおいしい

問い合わせ　
みなみらいプロジェクト　本間　☎０９０－７４３６－４０３４

問い合わせ　ままや　☎３７２－３１１１

日時 毎月２・7・１２・１７・２２・２７日　
 午前８時半～１１時
場所 月潟１５82（旧大久商店店舗）
参加費　無料

獅子の里は月潟地区の露店市場開設日
に合わせて実施しています。月に１回月潟
内科クリニックの廣野暁先生による健康塾
も開催します。10月の健康塾は12日（土）
午後1時半からです。

獅子の里獅子の里

問い合わせ　
月潟コミュニティ協議会　☎３７２－６９０５

角兵衛獅子の大のれんが目印

廣野先生の健康塾

天昌堂を若い世代
や地域の子どもたちか
ら利用してもらうため、
室内のアスレチック遊
具を解放して８月から
開園しています。木製
遊具で子どもたちも大
はしゃぎすること間違
いなし！学童保育や保
育園、小学校などの団
体予約も受け付けてい
ます。駐車場はミニ
パーク（白根3072）を
利用してください。

天昌堂公園

「みなみーて地域応援隊」の蛭間さん

さまざまな遊び方のできる遊具アスレチック遊具のある園内

問い合わせ
天昌堂公園
スタッフ 蛭間　

昼食時は満席の店内

ランチメニューのラーメン

１０月の開催日時
１８日(金)・１９日（土）・
２２日（火・祝）・27日（日）
※入場無料
午前10時～午後4時　

子どもが自分で考え、改善し、
経験が学びにつながる場所と
なることを目指しています。

　11月8日(金)～10日(日)　午前9時～午後6時
　天昌堂をオシャレ空間に変身させましょう！
参加費無料、ＤＩＹに興味のある人集合！

●ＤＩＹワークショップ開催します！

開設して３年目を迎えるサロンには「今日も来たね」、「待って
いたよ」と温かい声が飛び交い、居心地の良さから利用者も
年々増えています。昼食時には座る場所がないほどの人気で
す。いつも利用している８０歳代の女性は「普段は一人暮らしな
ので、大勢でご飯を食べるのはおいしい。元気なうちはずっと利
用したい」と話してくれました。利用者たちは、自ら配膳や集金を
手伝うなど、助け合い・支え合いが自然にできるコミュニティが形
成されています。

出掛けて
みませんか

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.300 令和元年10月6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（令和元年8月末現在、カッコ内は前月比）：44,616人（－12）　男：21,718人（－8）　女：22,898人（－4）　世帯数 16,120世帯（＋9）（住民基本台帳による）



《広告欄》

図書館情報図書館情報
白根図書館　☎372-5510

月潟図書館　☎375-3001
　白根図書館　おはなしのへや

▷おはなしのじかん
　10月10・24日(木)午前１１時～同３０分
　同館視聴覚室
　乳幼児から
▷赤ちゃんタイム
　毎週木曜午前10時～正午
　同館視聴覚室
▷えほんのへや（絵本のよみかたり）
　毎週土曜午前10時半～11時

▷読書会
　10月20日（日）午後2時から
　白根学習館２階ルーム２
　テーマ：「働く」 テーマに沿った本を持
参ください
▷赤ちゃんタイム
　毎週土曜午前11時～午後2時半
　白根図書館　おはなしのへや
▷おはなしのじかん
　毎週土曜午後２時から

■白根南児童館　☎201-6021
開館時間　午前9時～午後6時
幼児向け「ハロウィン」
小学生向け「ハロウィンパーティー」
　幼児：10月18日(金)午前10時半～
11時半、小学生：10月28日(月)午後2
時～3時半
　幼児：ハロウィン工作や衣装を着て楽
しもう、小学生：仮装してお菓子をもらお
う！ゲームやおやつタイムあり
　幼児:10月14日(月・祝)、小学生:10
月21日（月）までに同館
■白根北児童館　☎379-1260
開館時間　午前9時～午後7時
ハロウィンパーティー
　10月27日(日)午前10時～正午（最終
受付午前11時半）
　ハロウィンにちなんだ遊びがいっぱい！
ゲームをクリアして景品をもらおう！

　乳幼児と保護者、小学生
　当日直接会場へ
■味方児童館　☎201-8346
開館時間　午前9時～午後6時
ちびっこハロウィン
　10月30日(水)午前10時半から
　ハロウィンの仮装をしてダンスを踊り、
簡単な工作を楽しみます。
「トリックオアトリート」の合言葉でお菓
子がもらえます。
　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
開館時間　午前9時～午後7時
ハロウィンイベント
　10月31日(木)午後4時半から
　仮装してお菓子をもらいに歩こう！
　幼児～高校生
　当日までに同センター

子育て子育て
10月の児童センター・児童館　目玉イベント

こんにちは！高齢者の総合相談窓口

地域包括支援センター ●で ●す
合相談窓口

●●●●●● 今月のお知らせ

認知症カフェ～より道カフェかけ橋～
日　時 10月26日（土）午後１時半～3時半
場　所 白根健康福祉センター
内　容 認知症に関するミニ講座 笑って動いて楽しく脳の活性化「シナプソロ
ジー体験会」（愛宕福祉会 家族介護教室共催）など
※内容は変更になる場合があります
参加費 ３００円（茶菓代）　申し込み　当日直接会場へ

地域包括支援センターでは、高齢者の人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。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（担当：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（担当：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（担当：月潟・味方中学校区） ☎372-5121

どなたでもどうぞ

公共交通情報コーナー 公共交通について考える
「南区バス教室」

　自治会や地域の茶の間などへ伺
い「南区バス教室」を開催していま
す。区内の公共交通の現状やバスの
乗り方など詳しく説明いたします。
　普段バスを利用している人や、今
後免許証返納を検討している人な
どどなたでも参加できます。
　話を聞いてみたいという団体は、
ぜひ連絡してください。

問い合わせ　地域総務課　☎３７２－６６０５

健康健康

胃がん・肺がん（結核）検診

骨粗しょう症予防相談会

受付時間
午前9時～
11時半

持ち物
受診券、個人記録票、
健康保険証、自己負担金

■胃がん検診
対象　４０歳以上　内容　検診車によるＸ線間接撮影（バリウム）検査
■肺がん（結核）検診
対象　４０歳以上　内容　検診車による胸部Ｘ線間接撮影とかくたん検査（かくたん
検査は６５歳以上の該当者のみ）
■１０・１１月の日程　胃がん・肺がん（結核）検診同日実施

各がん検診の自己負担金
40歳
無　料

70歳以上
無　料

41～69歳
1,000円
無　料

年齢(令和2年3月31日時点） 
胃がん・かくたん検査

肺がん

その他
新潟市国民健康保険加入者は半額
生活保護受給者・市民税非課税世帯の人は無料（「無料
受診券」が必要。検診日の10日前までに要問い合わせ）

検診日
１０月１６日（水）
１１月 ８日（金）

会　場
白根健康福祉
センター

予約制

日にち 10月31日(木)
時　間 ①午前9時45分②午前10時15分③午前10時45分④午前11時15分
 ⑤午後1時15分⑥午後1時45分
対　象 18歳以上各回先着10人（骨粗しょう症で治療中の人は対象外）
内　容 骨密度測定と健康相談
申し 込 み　市役所コールセンター　☎243-4894

問い合わせ　健康福祉課　☎３７２－６３８５

南区家族介護教室
日　時 １０月２８日（月）午前１０時～正午
場　所 ビニールハウス多機能拠点「marugo-to」（まるごーと）
 （西蒲区松野尾地内）
集合場所　午前９時半までに小規模多機能型居宅介護事業所 いきいき味方
 　 （マイクロバスで現地に向かいます）
内　容 地域共生型あぐり事業「marugo-to」を体験しよう！
参加費 ３００円
対象者 自宅で介護をしている人、関心のある人　先着１０人
申し込み　１０月２１日（月）までに電話で同事業所　☎３７３－２４６６　　

　下水道への切り替え工事で、配管が25ｍを超
える場合や屋内に配管する場合に工事費の一部
を助成します。詳しくは問い合わせください。
※下水道処理開始日から３年以内に完了する工
事が対象
　南下水道推進室　☎372-6661

下水道排水設備工事　配管延長助成制度

訂正　本紙9月15日号3面「白根子行進曲」の記事中10月22日限定特典に訂正が
ありました。
当日は入館料無料。猫の仮装で入館すると南区オリジナルグッズをプレゼント

第5回　南区自治協議会（概要）
第5回南区自治協議会が9月11日に開催されました。「南区長マニフェストの検

証について」などの報告がありました。詳しい会議内容は、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 １０月３０日（水）午後2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

非常勤職員（窓口業務）を募集

※試験案内・申込書は地域総務課や出張所などで配布。市ホームページにも掲載

職　種
勤務場所

採用人数
雇用期間 12月1日～令和2年3月31日 令和2年2月1日～3月31日

勤務時間 月曜から金曜の8:30～17:30のうち週29時間
報　酬
業務内容
応募資格

申し込み

窓口業務
味方出張所

157,900円
窓口業務、パソコン端末入力、書類整理、その他事務

10月18日（金）までに所定の申込書を地域総務課（☎372-6421）
へ（郵送または本人持参。必着）　

南区建設課

各1人

窓口受付などの事務経験が1年以上ある

南区役所だより　 令和元年10月6日No.300●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 ♣＝にいがた未来ポイント
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白根総合公園屋内プール　☎３７８－４４３５

申込方法 10月30日(水)までに下記必要事項を①窓口②電話③右上二次元コード
にアクセスのいずれかの方法で同プール（応募多数の場合は抽選）

必要事項 ①教室名②受講者氏名（ふりがな）③住所・電話番号・生年月日・年齢・
性別　※③が登録済みの場合は登録番号のみ

○らくらくアクアフィットネス　

※別途入場料が毎回必要（大人500円、65歳以上200円）

教室名
らくらく
アクアフィットネス

期間
11/13～
12/18

回数

6回

曜日

水

時間
14:30～
15:15

定員

20名

対象
15歳以上

（中学生除く）

参加費

1,800円

○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。玄関はもちろんのこと、風呂場やトイレ、
誰もいない部屋の窓も忘れずに施錠しましょう。

○車上荒しや自動車の盗難は、駐車場や自宅で多く発生しています。短い時間でも
車から離れるときは、必ず をかけましょう。

問い合わせ　地域総務課　☎３７２－６４３１

（盗難被害の防止対策）鍵 をかけましょう！ 

市消防団南方面隊の
各分団が各地区で秋季
消防演習を実施します。
団員による消火・水防訓
練など日ごろの成果をこ
の機会にご覧ください。

日時 11月9日(土)　午後2時キックオフ
会場 デンカビッグスワンスタジアム(中央区清五郎) 対象 南区在住・在勤・在学の人
入場方法　本紙(南区役所だより第300号 コピー不可)と同行者全員の南区在
住・在勤・在学を確認できるもの(運転免許証、健康保険証、学生証など)を持って、
当日午前11時以降に会場のＥゲート前広場「チケットセンター」に来てください。本
紙1部につき２人まで入場できます。
南区役所だよりを持っていない場合
11月4日(月・振休)までにアルビレックス新潟のホームページ(右二次
元コード)から申し込み。
問い合わせ　アルビレックス新潟　☎282-0011

消防団　秋季消防演習のお知らせ

問い合わせ　南消防署地域防災課　☎３７２－０１１９

日時
１０月１３日（日）10:00～
１０月２０日（日）13:00～
１０月２０日（日）13:00～
１０月２７日（日）13:30～
１１月 ３日（日）10:00～

分団
味方
白根北
白根南
白根中
月潟

場所（　）内は雨天実施場所
味方中学校グラウンド（味方公民館）
白根北中学校体育館
新飯田小学校体育館
白根第一中学校体育館
月潟中学校体育館

第18回臼井地区まつり
「狸の婿入り行列」

かぐらin笹川邸

日時 10月14日(月・祝)
 午前10時20分～午後3時半
場所 デイサービスセンターうすい前特設会場

（雨天時は臼井小学校体育館）
内容 創作民話「狸の婿入り」をテーマに、狸に扮した出演者による行列、ステー
ジイベント、出店など盛りだくさん！今年は「太鼓と樽の夢の競演」として白根大凧
太鼓「勇南」と「永島流新潟樽砧伝承会」が出演します。
問い合わせ　臼井まつり実行委員会(臼井地域生活センター内)　☎373-5018

　味方地区の郷土と共に生きた神楽舞・郷土芸能
をストーリー仕立てで披露します。当日は笹団子や
おこわの販売、茶会を開催します。
日時　10月19日（土）　午前11時～午後3時
場所　重要文化財 旧笹川家住宅
入館料　大人500円　小・中学生無料
（隣接する曽我・平澤記念館と共通）
出演　テノール歌手 笠原壮史、西白根神楽舞保存会、味方穀倉太鼓、味方吉田
家神楽舞保存会、味方よさこいソーラン隊、新潟総踊り連 あじかた心
問い合わせ　南区観光協会　☎372-6505
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サッカーアルビ
南区民を無料招待（ＦＣ岐阜戦）

　南区で活動する団体が、日ごろの活動成果を発表します。
会場　白根学習館　ラスペックホール
■展示の部
第1部 日時 10月12日(土)・13日(日)　
  午前9時半～午後5時（13日は午後4時まで）
 内容 写真、陶芸、粘土工芸、パッチワーク、フラ

ワーアレンジメントなどの作品展示
第2部 日時 11月2日（土）～4日（月・振休）
  午前10時～午後5時（4日は午後3時まで）
 内容 しろね絞り（市指定無形文化財）作品の展示
■芸能発表会
日時　１１月２３日（土・祝）午前9時半開演
内容　バレエ、フラダンス、舞踊、コーラス、伝統芸能など
問い合わせ　白根地区公民館　☎372-5533　

白根学習館まつり

出品・展示部門

出品・展示部門（しろね絞り）

芸能部門

まちまちののの話題 猛暑でも楽しくウオーキング

１００歳のご長寿をお祝い

９月８日、南区健康ウオークフェスティバルを
開催し、区内外から１１5人が参加しました。当
日は、台風のフェーン現象により高い気温の
中、収穫期の田園風景の中を元気にウオーキ
ングしました。秋葉区から参加した７０歳代女
性は、「６キロをなんとか皆さんに付いて歩け
ました。ゴールした後のナシがおいしかった。ま
た参加したい」と話してくれました。

敬老の日の９月１６日、南区で今年度１００歳
を迎える２２人の皆さんに、国・県・市からの祝
い状と記念品などを贈呈しました。　
今年１００歳を迎える小林ソキ（真木）さんは

「毎日ひ孫と一緒に相撲を見るのが楽しみ
だ」としっかりした口調で話してくれました。渡辺区長から祝い状を受け取る小林さん

ふん

渡辺 祝 だ」い状を受け取る小林さん 」」を受け取る小林さんい渡辺区長から祝いい状を

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。

　10月15日(火)午後1時半～4時
　白根学習館ラスペックホール　　「国
家代表」の上映　　先着５０５人　　同館

　１０月１５日（火）午前１０時～正午
　味方出張所　　家庭内などのもめごと
やいじめ、差別などの人権問題や国税・登
記などの国の業務や郵便・年金などの業
務について人権擁護委員や行政相談員
　

シロネシネマ喜楽座シロネシネマ喜楽座

相　談

が相談に応じます。　　当日直接会場へ
　区民生活課　☎372-6105

●3Ｂ体操体験交流会
　10月25日(金)午後1時半～3時
　白根カルチャーセンター　　用具を使
い音楽に合わせて行う運動体操　持ち物 
上履き、飲み物　　当日直接会場へ
　(公社)日本３Ｂ体操協会新潟南支部
　本間　☎090-4714-8798
●ボランティアきっかけづくり講座
　10月31日(木)午前9時半～正午
　心の居場所ぱるのにわ（白根3208）
　新潟産米粉と地産フルーツのスイーツ
作り　　先着12人　　300円　持ち物 
エプロン　　10月25日(金)までに南区
社会福祉協議会　☎373-3223

　掲載を希望する場合は、11月17日号は
10月21日（月）まで、12月1日号は11月6
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

㈹

ます

が相談
　区民

当日直
2-6105

す。　
☎372

談に応じます
民生活課

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

行政相談週間
～特設人権・行政相談所を開設～

行政相談週間
～特設人権・行政相談所を開設～

白根地区公民館　☎372-5533

演習日程

南区役所だより　No.300 令和元年10月6日 ●③
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