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南区の人口（令和4年8月末現在、カッコ内は前月比）：43,300人（−32） 男：21,086人（−11） 女：22,214人（−21） 世帯数 16,555世帯
（＋2）
（住民基本台帳による）

秋は南区！フェスタ

食欲の秋・芸術の秋、いろいろな秋を南区で全部味わおう！
南区の秋は
「区内で楽しむ秋」
で決まり！
！

しろねのまちとレルヒさん

風と大地のめぐみ

詳細は
こちら
から

笹川邸 和のヒカリ
おもむき

●しろねのまちとレルヒさん写真展

重要文化財旧笹川家住宅の重厚な趣の
白根のまちをレルヒさんと
中に「和傘」と「ヒカリ」で幻
巡って撮影した写真を展示。
想的な空間を演出します。
9月25日
（日）
まで
●今年は邸宅内に味方中学校
ラブラ万代
（中央区万代）
プロデュースエリアを新設。中
●レルヒさんをさがせ！
学生の発想がこれまでにない雰
白根のまち歩きスポットのどこかにいるレル
囲気を引き出しています。
ヒさんを探し出そう！ ※詳しくはホームページ
９月３０日（ 金 ）〜１０月１０日
（右上二次元コード）
から
（月・祝）午前９時〜午後５時
10月16日
（日） 午前１１時〜正午、午後３時
ライトアップ 9月30日（金）、10月1日（土）
・7日
〜４時
白根商店街
（金）
・8日
（土）
・9日
（日）午後５時半〜８時
※最終入館 午後７時半。感染状況により入場
●歩いて発見！しろねまち歩きスタンプラリー
制限する場合があります ※ライトアップ
白根のまち歩きスポットをスマホを片手に巡り、サイ
時、室内でのカメラ三脚は使用禁止
ン看板のQRコードを読み込み、スタンプを集めよう！５
地域総務課 ☎372-6604
個集めると抽選で南区の農産物をプレゼント。

●凧フェスティバル

白根 の 大 凧やユニーク
凧など、普段触れる機会の少
ない凧を展示し、実際に揚げる
こともできます。凧フェス総踊り、
フリーマーケット、飲食店の出店
など楽しみが盛りだくさん！

●産業まつり

新鮮な地元農産物の販売など、南区の秋の味覚を
満喫できます。
※当日は「しろね大凧と歴史の館」が入館無料！
１０月２日
（日）午前９時半〜午後３時
白根総合公園・白根学習館 ※雨天の場合は
一部を除き白根カルチャーセンターと白根学
習館で開催
風と大地のめぐみ実行
委員会事務局（南区役所産業振興
課内）☎372-6505

10月31日
（月）
まで
白根商店街を中心に
掲示しているサイン看板
産業振興課 ☎372-6505

南区フルーツフェスタ
しろね大凧と歴史の館

しろね大凧と歴史の館 ☎372-0314

●ナイトミュージアム

凧灯ろうなどで光の装
飾をした、いつもと違う雰
囲気のしろね大凧と歴史の
館をお楽しみください。
１０月２９日（土）〜１１月１３
日
（日）の土・日曜 午後５時半〜８時

●秋祭り

ウォークラリーや凧
作り体験、ファミリーコ
ンサートなどのイベ
ントを開催します。
10月29日
（土）〜11月13日
（日）

●写真と映画で語る
白根大凧合戦と商店街

たわわに実った秋の南区を味わおう！
！

１０月29日
（土）
〜11月13日
（日）
午前１０時〜午後５時
白根今昔写真展
「白根大凧合戦と商店街の今昔」
まちの 今と昔 の 写 真を展
示 。時 代は変 化しても、その
場 所 へ の 変 わらない「 思 い
出」を見つけてください。
白根今昔写真クイズ
「この写真、今はどこ？」
「この写真のこの場所」今はどこでしょう？昔の
写真の「今」を当ててください！
しろねいかのぼりけんぶんろくたこのくに

ドキュメンタリー映画「白根紙鳶見聞録凧ノ国」上映
白根大凧合戦を３年にわたり記録した長編ド
キュメンタリー映画。美しい画像とナレーション
で凧合戦の魅力を伝えます。
※上映スケジュールはホームページ（右
上二次元コード）
から

●観光農園キャンペーン

各観光農園でフルーツ・きの
こ狩りをした人全員に笹川邸＆し
ろね大凧と歴史の館無料クーポン、
フルーツ・きのこの詰め合わせを抽
選で100人にプレゼント。
１１月２１日
（月）
まで
対象農園：白根グレープガーデン、フ
ルーツ童夢やまだ農園、中村観光農
園、池田観光果樹園、白根観光きの
こ園

●クラフト＆ミュージック＠観光農園

ハンドメイドの雑貨・アクセサリーなどの販売と、
生演奏をお楽しみください。
１０月、11月に不定期開催
※詳しくはホームページ
（右上二次元
コード）
から

南区秋の実り感謝祭
農業王国南区の秋の実りと新潟
平野の自然を楽しみながら、大河津分
たざわ

みのり

水建設の功労者「田沢実入」の偉業を学
びませんか。※自家用車で移動します
コース
A

B

月 日

会 場
大通川周辺・
10/29（土） 11:00〜
アグリパーク

10/30（日）

時間

内

容

プロナチュラリストと歩く大通川

白根郷土地改良区による「田ん
10:00〜 白根排水機場 ぼを守る仕組み〜地域の用排水
について〜」
11：30〜 アグリパーク

信濃川大河津分水資料館コー
ディネーターによる「大河津分水
と田沢実入」

※各日終了後、
しろねポークと地元野菜を使ったバーベキューをアグリパークで
味わいます
（午後3時終了予定）
１組５人まで、大人を含む家族で申し込み
（２家族で１組として申込可。内１
人は南区在住）
。
４歳未満は参加不可
４歳〜中学生１００円、高校生以
上５００円 １０月１１日
（火）
までに電話
（373-4181）
、FAX
（３７３-４１
９9）
またはホームページ
（右二次元コード）
で南区秋
の実り感謝祭実行委員会 ※コース、代表・参加
者氏名、年齢、住所、連絡先を記入 ※応募
多数の場合は抽選
同実行委員会
（白根商工会内）

9月25日（日）月潟大道芸フェスティバル
全国からよりすぐりのパフォーマーが月潟に集結します。繰り出される技の数々
に驚くこと間違いなし！
時

間

午前１０時半〜午後４時

●月潟商店街（歩行者天国）会場
月潟太鼓
ストリートパフォーマンス

※荒天の場合は中止

午前１０時半から
午前１１時から

●月潟農村環境改善センター会場 ●旧新潟交通電鉄月潟会場
角兵衛獅子の舞
午後１時開場 午後２時２０分開演
当日直接会場へ 先着250人

保存電車・駅舎開放、
トロッコ体験 ほか
月潟大道芸フェスティバル実行委員
会（月潟商工会内）☎375-2405

月潟大道芸フェスティバル応援大使
斉藤 瞳さんのメッセージ

３年ぶりの月潟大道芸フェスティバルです。新型コロナウイル
ス禍で、制限を強いられることばかりの日々。そんな中、感染対
策をして通常通りの形で開催し、たくさんの笑顔が見たい！とい
う思いで準備をしてきました。皆さんにお会いできるのを楽しみ
にしています。

②
●
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9月・10月の

健康

カレンダー
問

健康相談会(予約制)

育児相談会(予約制)

10月13日
（木）
①9：30②9：50
③10：10④10：30⑤10：50
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
9月21日
（水）
〜10月12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

秋の交通安全運動
9月21日〜
30日です

あじほ保育園での

業者の一覧は
この二次元コード
から

子育て

子育てオーエンジャー☆みなみ

「子育てオーエンジャー☆みなみ」は子育て広場を運営する子育て支援リー
ダーの集まりです。区内の児童センター・児童館、子育て支援センターなどで活動
しています。
お子さんと一緒にリラックスしませんか。
●ほっぺちゃんひろば
10月7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
乳幼児とその家族 先着5組
９月24（土）
から同園 ☎372-1843
区

政

南区自治協議会
９月の南区自治協議会は休会します。
【次回の自治協議会】
１０月２６日
（水）午後2時から
南区役所
地域総務課 ☎372-6605

傍聴

南区と共にがんばる白高生！

先着10人

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

〇１年生が探究授業で、
８月３日〜５日に白根地区
公民館主催の小学生を対象とした「工作チャレン
ジ屋台」で、指導のサポートに挑戦しました。緊張
しながらも、一生懸命指導しました。参加した小学
生からは「 楽しかったので、来 年もまた参 加した
い！」など、
うれしい言葉がありました。
〇２２日・２３日の手話体験講座では「手話サーク
ルつばさ」の協力の下、一般の参加者と一緒に手
チャレンジ工作の様子
話を楽しみながら体験しました。
〇２６日に日本バレーボール協会川合俊一会長をお迎えし「南区の食材で健康な
身体を」と題したトークセッションイベントが
開催され、全校生徒で参加しました。
「青少
年期の身体づくりには食生活が大事。地元
の豊富な食材をぜひ活用して！」という話が
印象的でした。南区に素晴らしい食材がたく
さんあることを再確認しました。
※3面「まちの話題」に関連記事掲載
手話体験講座の様子

南区公式ＰＲツイッター

南区の実りをいただく日

JAの皆さんと一緒に植えたナスが大きくなり、
年長児たちは収穫を喜んでいます。
毎日水やりをし、花や実が大きくなっていく様
子を観察してきました。さぁ、ザルを持って畑へ！
「こんなに採れた〜！」とみんな大喜び。
７月から
もう７０個以上も収穫し、ナスが苦手だった子も
給食で食べられるようになりました。

子ども用記録用紙の表紙

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。
「南区長の五十嵐です。」から始まる〜区長の
スケッチブック♪〜も発信中！いろいろなことに目
を向け、楽しい情報を区長がお届けし
ています。
（右二次元コードから）
地域総務課 ☎372-6621
《広 告 欄》

日 ＝日時 □
受 ＝受け付け □
場 ＝会場 □
内 ＝内容 □
人 ＝対象・定員 □
￥ ＝参加費
持 ＝持ち物 □
申 ＝申し込み □
問 ＝問い合わせ
（記載のないものは無料） ■
■
■
■
■
■
■
■
■
□
□

−

区 民 生 活 課︵ ☎ ３７２ ６１０５︶

浄化槽を長い間清掃をしないと、悪臭の発生や汚水・
汚物を外部へ流してしまう原因になります。適切な管理
をお願いします。
①定期的な保守点検（保守点検業者に委託）
②年１回以上の清掃（浄化槽清掃業者に委託）
③年１回の法定検査（受検の手続きは保守点検
(清掃)業者に委託可能）
区民生活課 ☎372-6145

「運動習慣のない人が多い」という南区の健康課題解
決と、健康意識向上のため「はかろう体重！あるこう南区！
大作戦」を実施中です。
子ども
（主に小学生）用の記録表も作成しました。スポー
ツの秋、家族一緒に健康維持のため「はかろう体重！ある
こう南区！大作戦」に参加してみませんか？
記録票のダウンロードや達成賞の利用施設など、詳しく
はホームページ
（右二次元コード）
を確認してく
ださい。
健康福祉課 ☎372-6375

予約先

浄化槽は適切に管理しましょう

大人も子供も「はかろう体重！あるこう南区！大作戦」

写 真 撮 影・申 請 補 助 サ ービス実 施 中

早めのライト！
横断歩道は歩行者優先

秋になると夕暮れが早まり、交通事故が多発する傾向にあります。車やバイク、
自転車は早めにライトを点灯し、安全確認をしっかり行いましょう。
横断歩道は歩行者が優先です。
ドライバーは、歩行者を発見したら手前で減速、
横断しようとしているときは必ず一時停止をしましょう。
歩行者は、車が来ないことを十分に確認
してから渡りましょう。
地域総務課 ☎372-6431

くら し

健康応援通信⑤

母子健康手帳、バスタオル
9月21日(水)〜10月16日(日)に市
役所コールセンター ☎243-4894

9月20日、10月18日（火）
受午前9時〜11時
南区役所
妊婦歯科健診（予約制）
健康相談（禁煙相談も可）
（水）
①13:00②13:25
直近の健康診断の結果（なくても可） 10月26日
③13:50 各時間先着8人
健康福祉課 ☎372-6385
白根健康福祉センター
はじめての離乳食(予約制)
母子健康手帳、受診票
9月21日
（水）〜10月24日
（月）
に市
10月13日(木) 午後1時45分〜2時
白根健康福祉センター
離乳食の 役所コールセンター ☎243-4894
進め方（1時間程度）
生後5カ月頃の
その他健診
赤ちゃんの保育者 先着10人
対象の人には個別に案内を送ります。
母子健康手帳、
バスタオル
9月21日(水)〜10月11日(火)に市役 ●1歳誕生歯科検診 10月6日(木)
※健診後に
「ブックスタート
（絵本のプ
所コールセンター ☎243-4894
レゼント）
」
を実施
ステップ離乳食（予約制） ●1歳6カ月児健診 10月12日(水)
10月18日(火)
午後1時45分〜 ●3歳児健診 10月14日(金)
新 型コロナウイルス感 染 防 止 のた
2時
白根健康福祉センター
め、原則、住所区以外での受診はできま
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 せん。
む赤ちゃんの保育者 先着10人
くら し

令和4年9月18日
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健康福祉課に在籍しています！
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手話通訳者 鈴木さんの

指で作った
「月」
を指の輪から
のぞく！
風情を感じます
よね〜。

②人差し指と親指を付けた輪を
①頭の上から顎の前に向けて
のぞきながら前に出します
人差し指と親指で月を描きます

手のひらを顔の前から耳の後ろ方向へ

社会実験中！

吹く風が秋らしくなってきました。秋は、大気が澄んで月が美しく見えます。今年の
中秋の名月
（十五夜）
は９月１０日でした。旧暦の秋の真ん中であるこの日の月をこう
呼びます。今回は秋の夜の美しい月を眺めてみましょう。

お月見

﹁秋﹂

マイ ナンバーカー ドの申 請 を お 手 伝いし ま す！

風の冷たさが夏から秋へ
の変化を感じさせてくれ
ます。
その風を前から後ろへ
動かすことで表現します。

南風（乗合）
タクシー
地域総務課 ☎372-6605

南風（乗合）
タクシーはバス停で乗り降りする、
タクシー車両を利用した事前予約
制の乗合バスです。
７つのエリア
（臼井、大郷、小林、庄瀬、新飯田・茨曽根、根岸・白
根、鷲巻）
ごとに運行時刻が決まっています。詳しくは区役所や地域生活
センターなどに設置しているチラシか区のホームページ（右二次元コー
ド）
で確認してください。

利用方法 予約電話番号へ予約締切時間までに次の内容を伝えます。
①氏名 ②連絡先 ③利用する日 ④利用する便 ⑤乗るバス停
⑥降りるバス停 ⑦人数

1人乗車
運賃
距離区分
600円
0〜2キロ未満
700円
2〜4キロ未満
800円
4〜6キロ未満
900円
6〜8キロ未満
1,000円
8〜10キロ未満

予約時間の
５分前までに
バス停にお越
しください。

①〜⑦を
伝える

南風（乗合）タクシーはここが便利！
○郊外→白根中心部は６便、白根中心部→郊外は５便と便数が充実
○土・日曜（年末年始を除く）
も運行
○2人以上での乗車の場合は、距離にかかわらず1人３００円
運賃表（大人）

③
●

乗客を順番に目的地へ
お送りします。

予約電話番号
2人以上
運賃
1人につき

300円
（均一）

白根中心部エリア⇔郊外エリア
南区内タクシー事業者 ☎372-5489
大野仲町エリア⇔郊外エリア
（根岸・鷲巻・大郷・白根地区の一部）
新潟第一交通（株）☎377-2506

途中で、他の乗客と
乗り合いになる場合
があります。

まちの
子ども体験まつり

８月３日に白根学習館で「子ども体験まつり」のイ
ベントとして「工作チャレンジ屋台」が開かれました。
会場には６種類の屋台が設けられ、白根高校の生徒
が作り方を教えました。参加した子どものお母さんは
「普段工作する機会がないので、子どもと一緒にで
きて楽しかった」、作り方を教えていた生徒たちは
「分かりやすく教えるのに苦労した」と、
どちらにとっても貴重な経験になりました。

南区役所 ☎373-1000

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。

相

手話とは「見る言葉」

８月10日、南区役所で職員を対象に手話コミュニ
ケーション研修を開催しました。手話通訳者の鈴木
さんから手話の基本を習った後、市ろうあ協会の柳
博明理事長との会話を実践しました。
教えてもらったことを思い出し、ゆっくりとでした
が、思いを伝えることができました。

新飯田商店街にフルートとピアノの音♪

㈹

談

弁護士の無料法律相談
10月12日・26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
9月20日(火)以降に区民生活課
☎372-6105

市 民 の

有願灯ろうまつり「セミしぐれコンサート」が８月
20日に開催されました。演奏は白南中学校・斎藤隆
教頭先生（フルート）
と稲村直輝先生（ピアノ）。当日
はあいにくの雨模様で、新飯田商店街のアーケード
下での演奏となりました。観客は、灯ろうが並ぶ雁
木の下で素敵な優しい調べに聴き入りました。
「い
い日旅立ち」
「千の風になって」など６曲を演奏し、
最後はアンコールに応えました。

情報掲示板

南区の食材で健康な身体を！〜川合俊一さんをゲストに迎えて〜

８月２６日に白根学習館で青年期の身体づくりや南区の食の魅力をテーマに
トークセッションが開催されました。日本バレーボー
ル協会会長・川合俊一さんをゲストに迎え、南区の
農家の方や、白根高校の生徒などと南区の食材の
魅力について意見交換が行われました。川合さんは
自身の食遍歴からも「地元の食材は大切だと感じ
る。地の物を勉強して食べてほしい」と、新潟の食
材の魅力やその大切さについて話しました。

掲載を希望する場合は、11月６日号は
10月11日
（火）
まで、11月20日号は10月
25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

●全国一斉不動産無料相談会
１０月１日
（土）午前１０時〜午後４時
NEXT21（中央区西堀通６番町）
不動産に関する相談に専門家が無料で
応じます。
当日直接会場へ※相談し
たい内容に関する書類一式を持参
(公社)全日本不動産協会新潟県本部
☎385-7719

●令和４年度オレンジライトアップ
９月２１日の「世界アルツハイマーデー」
に合わせ、新潟ユニゾンプラザ（中央区上
所）のライトアップを実施します。
９月２１日（水）〜２７日（火）午後５時半〜
９時半
県認知症コールセンター
☎281-2783
●無料カウンセリング
10月23日
（日）午前9時〜正午
黒埼地区公民館（西区鳥原）
夫婦、
家族、仕事、転職、人間関係などの悩みに、
心理カウンセラーが応じます。
先着
10人
10月22日（土）
までに県カウン
セリング協会 ☎374-6544
●健康生きがいづくりアドバイザー養成講座
10月22日・29日（土）午前9時半〜午
後5時
万代市民会館（中央区東万代
町）
先着12人
16,500円
筆
記用具
メール（右下二次元コードか
ら）、FAX（225-7200）
NPO法人健康生きがいづく
り新潟 ☎090-5309-9447
●女性のための起業講座
10月8日・15日・29日（土）、11月13日
（日）、12月10日
（土）全5回
NICOプラザ（中央区万代島）
起業
を予定している女性、起業後3年以内の
女性 先着15人※4年目以降の人は要
相談
9月30日（金）までにNPO法人
ワーキングウイメンズアソシエーション
☎233-5983
●秋季企画展「生業絵巻尽一ひらけ！江戸
の産業図鑑一」
江戸時代の産業を題材にした絵巻や佐
渡金銀山の絵巻を展覧します。
10月30日（日）まで 午前9時半〜午
後5時
県立歴史博物館（長岡市）
一般840円、高校・大学生600円、中学
生以下無料
同館 ☎0258-47-6130

《広 告 欄》

日 ＝日時 □
受 ＝受け付け □
場 ＝会場 □
内 ＝内容 □
人 ＝対象・定員 □
￥ ＝参加費
持 ＝持ち物 □
申 ＝申し込み □
問 ＝問い合わせ
（記載のないものは無料） ■
■
■
■
■
■
■
■
■
□
□

