
新しいチカラで地域を切り拓く

しろね農業青年部
全国で農業の担い手不足や高齢化が深刻な問題となっています。南
区も例外ではありません。この現状を打破しようと若手農家が立ち上が
り、2018年「しろね農業青年部」を結成しました。
現在部員は10人。果樹はもちろん、米や野菜、花卉などそれぞれ異な

る農産物を育てる若きチームです。
白根地区は数えきれないほど多様な農産物を生産している貴重な地
域です。この「しろね」のブランド力を守り、高めていくためにさまざまな
取り組みを行っています。　
問い合わせ　産業振興課　☎372-6507

昨年度の取り組みを紹介
圃場巡回

7月、8月、10
月の3回にわたり
部員それぞれの
圃場を見学し、栽
培方法やこだわ
っている部分など
を共有しました。

自ら生産していない品目のことは普段なかなか知ることができ
ないため質問が飛び交い、刺激を与え合う活動となりました。

今後の
活動は 新規就農者を応援します！

新規就農者に向けた説明会
などに積極的に参加し、南区の
農業を少しでも知ってもらえるよ
うな活動をしていきます。また、区
役所との連携により就農しやす
い仕組みづくりを進めています。

「しろね」の農業をＰＲ！
若手らしい自由な発想

と行動力で「しろね」の農
業を盛り上げていきます。
各種イベントなどにも積極
的に参加し、「しろね産」を
ＰＲします。

研修や情報交換により技術向上
自ら生産している農産物はもちろ
んのこと、部会メンバーの栽培品目
についても研修会や情報交換を行
い、学ぶ姿勢を大切に、より良いもの
を皆さんに届けられるよう努力してい
きます。

まだまだ小さい部会ですが、先人たちが
守り続けてきた「しろね」の農業を守りなが
ら、次の世代に笑顔でバトンをつなげてい
けるような活動を目指していきます。
また、一緒に活動し
てくれる部員を募集し
ています。興味のある
人は気軽にご連絡下
さい。

「しろねの農業を語る会」
2月27日に「しろね

の農業を語る会」を開
催しました。部会や団
体、栽培品目の垣根を
超えた若手農家約50
人が出席しました。専
門家を招いて、農業におけるブランディングや農業機械について
学んだり、情報交換を行うなど親睦を深める有意義な会となりま
した。

月1回の定例会

毎月最終水曜を定例会とし、
活動の打ち合わせなどをしてい
ます。時には自分の生産物を試
食してもらうなど、部員同士の意
見交換の場となっています。

「白根子行進曲」で出店
10月22日に約90年ぶりに復活した「白根子行
進曲」に参加し「しろね子汁」を振る舞いました。地
元産のキノコや野菜、白猫にちなんだ猫の形のかま
ぼこを添えてお祭りを盛り上げました。

フードメッセ出展
11月６～8日の
3日間、食の見本
市「フードメッセ
inにいがた」で南
区の農産物をPR
しました。白根高

校生から試食コーナーの運営に協力し
てもらうなど、工夫をしながら南区の「お
いしい」を来場者に伝えました。

しろね子パッケージの制作
「しろね子」にちなみ、猫の家になる段ボール箱を作
りました。白根産の米や果物、野菜などの詰め合わせに
活用していきます。

県内最大の桃の産地、白根地区で、７月９日出荷が始まりました。ＪＡ新潟みらいの「フ
ルーツフラワーしろね」では、区内の農家が収穫した桃が並び、甘い香りが広がっていま
した。
当日出荷されたのは「八幡白鳳」と「日川白鳳」の２品種約2.5トン。光センサーで糖度

などを検査し、県内を中心に出荷されました。同施設での出荷は９月中旬まで、１１品種、
３５０トンを見込んでいます。
吉澤博和センター長（=写真左下=）は「今年は春先の低温の影響で、着果数が昨年

より少なかったが、大きさや品質ともに上出来。ぜひ、白根地区の桃を食べてほしい」と話
しました。
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南区の人口（令和2年6月末現在、カッコ内は前月比）：44,336人（－14）　男：21,529人（－11）　女：22,807人（－3）　世帯数 16,262世帯（＋7）（住民基本台帳による）
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図書館

白根図書館　☎372-5510
●読書会
　8月16日（日） 午後2時から
　白根学習館
　テーマ「ちいちゃんのかげおくり」あま
ん きみこ/作　　当日直接会場へ
●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
●おはなしのじかん
　毎週土曜 午後2時から　　同館

●夏休みチャレンジ教室
「ボトルで作ろう！スノードーム」

月潟図書館　☎375-3001

　8月18日(火)午前11時～同45分
　同館
　キラキラすてきなスノードームを作る
　3歳～小学生の先着6人※小学2年
生以下は保護者同伴
　8月6日(木)午前10時から窓口または
電話で同館
●こわ～いおはなし大会
　8月21日(金)午後7時半～8時15分
　同館　　おばけが出てくる絵本の読
み聞かせや昔話のおはなし会
　先着20人　　8月6日(木)午前10時
から窓口または電話で同館
●赤ちゃんタイム
　毎週木曜 午前10時～正午
　同館

本に親しみ
読書の時間を楽しもう

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

高齢者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

公共交通情報コーナー 出前講座
「南区バス教室」

区役所では区内の公共交通について説明する「南区バス教室」を行っています。
当面の間、３密（密集・密接・密着）の回避、マスク着用の徹底を行い、感染防止
対策が可能な会場で行います。地域の茶の間や自治会などで話を聞いてみたい
という団体はぜひご連絡ください。
地域総務課　☎372-6605

子育て 児童館・児童センター
８月のイベント

白根南児童館 ☎201-6021
●夏休み工作
　8月8日(土)午前9時半～11時半
　プラバン工作をします
　幼児～高校生 先着20人
　当日午前11時までに同館

●夏休みお楽しみ工作
　①8月14日(金)②23日(日)午後2時
～4時　　プラバンやアイロンビーズで
キーホルダーやペンダントを作ろう！　
　小学生～高校生 各日先着30人
　同館

くらし

粗大ごみの出し方

【戸別収集を希望する場合】
粗大ごみ受付センター（☎290-5353）へ申し込み
受付時間 月～土曜（祝日及び12月29日～1月3日を除く）
 午前9時～午後5時
料　　金 品目による。詳しくは市ホームページ（右の二次元コード）
【処理施設へ持ち込む場合】
白根環境事業所（臼井2135-1　☎371-5070）へ
受付時間 月～土曜（祝日及び1月2・3日は除く）
 午前8時半～午後0時15分、午後1時～5時
手 数 料 10㎏ごとに60円(家庭系)　※搬入時に現金で支払ってください
　区民生活課　☎372-6145

白根児童センター ☎372-0530

味方児童館 ☎201-8346

●ちびっこ縁日
　8月22日(土)午前10時～11時半
　縁日ごっこ 　未就学児の親子 先着
20組　　当日までに同センター

●地球わくわくデー
　8月6日(木)①午前10時半から
②午後2時から
　①避難所体験(段ボールで作る防災
グッズ)②地球温暖化って？（集めてみ
よう環境マーク）　持ち物　飲み物
　当日直接会場へ

白根北児童館 ☎379-1260

くらし をかけましょう！
～盗難被害の防止対策～

○住宅に侵入される盗難被害は、家の人が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。
○車上荒ら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。
　地域総務課　☎372-6431

募　集 南区健康ウオークフェスティバル
爽やかな秋空の下で日々の運動不足を解消

　9月6日（日）午前9時10分開会式　午前9時半より順次スタート（雨天中止）
コース　3km・6km　※白根カルチャーセンター発着
　先着200人※小学生以下は保護者同伴　
　100円（当日徴収）
　8月28日（金）までに窓口または電話で同センター　
　☎373－6311
　地域総務課　☎372－6604

スポーツ 白根カルチャーセンター　☎373-6311　
スポーツ教室　ナイター初心者テニス

窓口または電話で8月5日(水)午前9時から※先着順

くらし 水洗便所改造助成金
早期の水洗化を奨励するための助成金です

　浄化槽やくみ取り便所から下水道（水洗化）へ切り替え工
事をする場合の助成制度です。対象は処理開始から３年以
内の改造工事です。
助成金額 ・１年以内の工事 30,000円　
 ・１～3年以内の工事 20,000円
※新築や法人などは対象外　　西部地域下水道事務所　☎370-6372

新型コロナウイルス対策を十分に行った上で実施します。
当日はマスクを持参してください。

期間
8/24～
10/5

曜日

月

時間
19:20～
21:00

回数

6回

定員

10人

対象
15歳以上

（中学生除く）

参加費

7,200円

要介護にならないため
に・・・予防についての
お知らせです（＾＾）。

６５歳以上の皆さん！
いつまでも自宅で元気に過ごしませんか

詳しくは
こちら

ゴールまで歩いた人には
抽選で南区の特産品など
すてきな景品をプレゼント！

©まるご

「基本チェックリスト」で、「事業対象者」に認定されると、運動・口腔・栄養改善、認
知症予防に取り組むための「幸齢ますます元気教室」に参加できます！３カ月間行
う要介護にならないための体操教室です。現在10～12月コース参加者募集中！

足腰や体の健康を保ち、
体力・筋力を付けたい。

まだまだ元気、自分の力で
できることをしていきたい。

体操などの運動や脳ト
レなどの活動に参加し
ましょう！
地域包括支援センター
で「基本チェックリス
ト」を付けましょう。

「元気力アップ・サポーター」
や「お互いさま新潟」、シル
バー人材センター、ボラン
ティア活動などさまざま形で
あなたの力を活用できます！
地域包括支援センターはこう
した活動におつなぎします！

サークル活動や趣
味活動などに参加
しましょう。
活動の内容など詳
しくは地域包括支
援センターへ相談
してください。

誰かの役に立ちたい、
何かの力になりたい。

趣味を持ちたい、
好きなことを伸ばしたい。

南区役所だより　 令和2年8月2日No.320●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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まちまちののの話題 白高生　探究の時間
7月3日に白根高校1年生７６人が「総合的な探求

の時間」の授業に取り組みました。今回は、ゲスト4
組（美術作家 藤井さん、建築デザイン集団「サルキ
ジーヌ」のデザイナー 上野さん・大福さん、ライター 
丸山さん、ＦＭにいつのパーソナリティー 斎藤さん）
の生き方や仕事、活動内容などを聞きました。
サルキジーヌの大福さんは、「デザインはカッコイイものをつくることではなく、
今より少しでも使いやすいものを考えてつくること。自分は高３の春に進路を決
めた。何かしようと思ったら怖がらずに飛び込み、挑戦や失敗をしながら学んで
ほしい」とエールを送りました。

①8月3日(月)②5日(水)午後2時～4時
　①新潟白根総合病院②南区役所
持ち物　献血カードまたは献血手帳※初め
ての人は免許証など本人確認ができるもの
　400ml献血　　当日直接会場へ
　健康福祉課　☎372-6375

　8月8日(土)～23日(日)午前9時～午
後4時半※8月12日(水)は休館
　しろね大凧と歴史の館
　インタラクティブメディアアート「手から
大凧が生まれる！」、紙アプリ「描いた絵が
スクリーンの中で揚がるよ」、館内キー
ワードラリーや飲食ブースなど
※開催日を限定しているイベントあり
　入館料 大人400円、小・中学生、高校
生200円※土・日曜、祝日は
小・中学生無料　　当日直接
会場へ　 同館 ☎372-0314

　毎年8月15日に開催している南区戦没
者追悼式は、新型コロナウイルス感染拡
大防止のため休止します。
　健康福祉課　☎372-6310

健康・福祉
献血のお知らせ献血のお知らせ

催　し
夏休みだよ！凧まつり

南区戦没者追悼式　休止南区戦没者追悼式　休止

　漏水の早期発見のため、道路上から水
道メーター付近までの範囲で調査を行い
ます。
　期間中、委託調査員（【新潟市水道局委
託調査員】の腕章を付け、受託証明書と
身分証明書を携帯）が宅地内に立ち入る
ことがありますので、ご理解とご協力をお
願いします。調査料金はかかりません。
調査期間 8月17日(月)～11月30日(月)
調査区域 鯵潟1丁目、七軒、七軒町、上下
諏訪木、白根、白根魚町、白根水道町、白
根ノ内七軒、白根日の出町、白根四ツ興
野、助次右エ門組、田中、戸頭、能登、能登
1～2丁目、平成町
　水道局秋葉事業所工務課
☎0120-411-002　☎266-9311

●やさい工房あぐりダイニング
　ギャラリースペース作品募集
　市アグリパーク内のやさい工房あぐり
ダイニングでは、店内の一部をギャラリー
スペースとして、無料で提供しています。
　古民家風の落ち着いた空間の中で絵
画や写真などの個展やグループ展などを
開いてみませんか。　展示作品　アート
作品全般（絵画・写真・イラスト・立体な
ど）でご自身の制作作品に限ります
展示期間　原則1カ月間
　愛宕商事㈱担当 橋本　☎228-4888

生　活
漏水調査にご理解とご協力を漏水調査にご理解とご協力を

障がい福祉ネットワーク障がい福祉ネットワーク障がい福祉ネットワーク
ネットワークに参加している６つの施設を紹介します。
　健康福祉課　☎372-6304

戸頭地区で
のんびり楽し
く働いていま
す。こだわり
のシフォンケ
ーキや県産の

大麦を使ったパンなど、たくさん作
ることは難しいですが、一つ一つ丁
寧に心を込めて作っています。

第3回　施設紹介

●ゆうーわ

しろねこチャンネルで
まちあるき動画(白根商店街ver)配信中
凧合戦動画に続き「白根商

店街のまちあるき動画」を7月
17日に配信しました。白根商店
街に迷い込んだ「迷い猫前田」
が、独自の目線で商店街を紹介！しろね大凧タウンガ
イドの本間初美さんに商店街の魅力を教えてもらい
ながら、女子2人旅を満喫しました。

白根商店街は、昔から変わらないものと新しいものが融合した魅力的な商店街だなぁ…と感じました。タウンガイド
と共に地元を散策してみるのはいかがでしょうか！？次回の「前田推し」は9月6日号に掲載します！

８月３１日（月）まで うら盆等に伴う火災予防強調月間実施中！
うら盆を迎える時季は、お墓参りや帰省した親戚・友人との会食で留守になる
家庭が多くなり火災が増える傾向にあります。そのため、８月を「うら盆等に伴う火
災予防強調月間」として、出火防止を呼び掛けています。

　ろうそくの火や線香、お墓掃除などで出た刈草焼却が原因で火災になることが
あります。以下の点に気を付けましょう。

●火災予防
・ろうそくの火を付けたままその場を離れない
・ろうそくや線香から供花や供物を十分に離す
・電気式の盆提灯は定期的に配線などの点検をする
・座布団や敷物などは防炎製品を使用する
・盆灯籠などは倒れないように固定する
・お墓掃除などで出たゴミや刈草は持ち帰る

お仏壇・お墓の火の用心

　南消防署市民安全課　☎３７２－０１１９

月潟地域で就労
を目指して「働く
力」を付けたい人が
大勢通っています。
それぞれの希望や
目標に応じて個別

に支援しています。内職作業やデイサー
ビスセンター浴室清掃、洗車作業、ジャム
やコンポートの製造販売、畑作業などを
行っています。

●梨の里

上下諏訪木
地区で就労継
続支援事業を
行っています。
特に施設外作
業であるリネン

交換に力を入れて取り組んでいます。
リネン交換ならお任せください！

●ワークセンターあけぼの
小林地域で就
労継続支援事
業を行っていま
す。施設内での
作業や「農福連
携」を通して地

域の農家の皆さんと作業をしています。
また、打ち豆や乾燥野菜などの自主製
品作りにも取り組んでいます。

●ワークセンターまめの木

戸石地区にあ
る生活介護事業
所です。余暇活
動（ゲーム・工
作・DVD鑑賞な
ど）、運動、季節

の行事（運動会、新年会）などを行って
います。自主製品としてノートやポチ袋、
しおりなどを作っています。

●ワークセンターしらはす
庄瀬地域にあ

る就労支援施設
です。施設内で
の軽作業や天
気の良い日は外
に出てシソや枝

豆、キュウリなどの栽培を行っていま
す。みんな笑顔で明るく働いています。

●ワークセンターときわ

めた。何かし
ほしい」とエールを送りました。を送りました。ーほしい」とエーール

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。

　掲載を希望する場合は、9月6日号は8月
6日（木）まで、9月20日号は8月26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

所
帳※初め
きるもの
へ

りり

1～2丁目、平成
　水道
☎0

工務課
☎266

成町
事業所工
1-002　

丁目、平成
道局秋葉事
0120-411

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

「しろねこチャンネル」
チャンネル登録お願いします！

伝統的な建物「町屋」

「花徳造花店」を訪問して町屋の
お話しを伺いました。現在も住居とし
て使用していることから、タウンガイ
ドの案内でのみ見ることができる貴
重なスポットです。改めて地元の伝
統的な建物を見学してみませんか！？

見どころその1

白根のＢ級グルメ「白アイス」

まちあるきに欠かせないのが「グ
ルメ」。今回は暑さと疲れを吹き飛
ばす「白アイス」を実食！かき氷とも
違う初めて味わう不思議なスイー
ツでした。やまとやパーラーのレトロ
なお店の雰囲気も魅力的です。

見どころその2

6月OPENの新スポット「空屋」

「飯原時計店」をリニューアルし、
6月にオープンしたばかりの新スポッ
トです。味のある商品がおしゃれに
ディスプレイされています。並んでい
る商品は全て飯原時計店に眠って
いた品！お宝を探してみませんか!？

見どころその3
そ ら や
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