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木がむき出しになった文
字。銅板に木製の文字が
歴史を感じるよね！

洋風な三角屋根のデザ
インがお城みたい！
とてもステキだね。

モダンな建物に変身！看板建築
～まちを歩くと貴重な景色が見えてくる～

白根商店街の中に建物の外壁を高く立ち上げ、平らな壁面を銅板やモルタルなどで装飾した店舗兼住宅があります。建物の正面が看
板のようなことから看板建築と呼ばれています。
１９２３（大正１２）年、関東大震災で多くの建物が倒壊し、焼け野原となった町並みを復興させるため、バラック（仮の建築物）
商店が立ち並びました。通りに面した外壁を立ち上げることで瓦屋根を隠し、見た目を西洋風の建物に仕上げました。日本の伝統建築
にはない造りで、明治期に欧米から入った西洋建築の影響があります。歴史あるものを見つけると “まちの魅力” が見えてきます。

白根商店街に代表的な２軒の看板建築があります。泉三呉服店・児玉薬店 この２つの看板建築を観察してみましょう！

泉三呉服店 　泉三呉服店は銅板張りで、雰囲気が違います。
店名の「泉三」の文字に注目してください。 児玉薬店

泉三呉服店 児玉薬店

　児玉薬店は建物中央部が三角に尖り、個性的な洋館風
の形をしています。看板建築の特徴である「横から見る
と建物正面の壁面が真っすぐ」なのがよく分かります。

　昭和８年撮影の場所を見つけに白根商店街へ行き、同じ場所
（泉三呉服店・児玉薬店付近）で撮影をしました。

切妻・妻入り の町屋群
白根商店街の町並みには、主に切妻（正面から見ると屋根の一
番高い部分から左右２方向に流れている）・妻入り（屋根の一番
高い部分と垂直な面に玄関がある）屋根の町屋が多く見られます。
魚町には最大で１２棟が連続して建っている町屋群を見ることが
できます。これは日本でも珍しく貴重なものです。魚町だけでな
く、一の町にもこの連続
した切妻・妻入りを見る
ことができます。一の町
から魚町まで特徴的な屋
根を探して歩いてみるの
もいいですね。

看板建築inしろねの街

同じ場所の今・昔

いずさん

きりづま

つまい

さかなまち

屋根の一番高い部分と
垂直な面に玄関がある切妻 妻入り

歴史を感じるこの景色
を大切にしたいですね。
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南区の人口（令和4年12月末現在、カッコ内は前月比）：43,150人（－66）　男：20,988人（－31）　女：22,162人（－35）　世帯数 16,568世帯（－ ）るよに帳台本基民住（）11



《広告欄》

食推おすすめヘルシーレシピ
健康応援通信⑨

　大好評の「かんたん おいしい おうちごはん」レシピ集からおすすめの一品を紹介しま
す。今回は親子で手作りおやつに挑戦してみてはいかがでしょうか。
白玉豆腐団子のフルーツポンチ
材料（4人分）
白玉粉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・100g
絹ごし豆腐・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・100g
バナナ ・・・・・・・・・・・・・・・・・1／2本（80g）
みかん缶・・・・・・・・・・・・・・・1／2缶（80g）
キウイ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1個（80g）
　　水 ・・・・・・・・・・・・・・200㏄（1カップ）
　　砂糖・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・60g
　　バニラエッセンス・・・・・・・・・・・・少々

　1月17日、2月21日（火）
　午前9時～11時　　南区役所
　健康相談（禁煙相談も可）
　直近の健康診断の結果（なくても可）
　健康福祉課 ☎372-6385

　2月9日(木)  　午後1時45分～2時
　白根健康福祉センター　　離乳食の
進め方（1時間程度）　　生後5カ月頃の
赤ちゃんの保育者　先着10人
　母子健康手帳、バスタオル
　1月18日(水)～2月7日(火)に市役所
コールセンター ☎243-4894

　2月14日(火)　　午後1時45分～2
時　　白根健康福祉センター
　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
む赤ちゃんの保育者　先着10人

　母子健康手帳、バスタオル　
　1月18日(水)～2月12日(日)に市役
所コールセンター ☎243-4894

　2月9日（木） ①9：30②9：50③10：10
④10：30⑤10：50　　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
　1月18日（水）～2月8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

　2月22日（水）①13:00②13:25
③13:50　各時間先着8人
　白根健康福祉センター
　母子健康手帳、受診票　　1月18日
（水）～2月20日（月）に市役所コールセ
ンター ☎243-4894

　対象の人には個別に案内を送ります。
●1歳誕生歯科健診　1月25日(水)
※健診後に「ブックスタート（絵本のプ
レゼント）」を実施
●1歳6カ月児健診　2月8日(水)
●3歳児健診　2月10日(金)
　新型コロナウイルス感染防止のた
め、原則、住所区以外での受診はできま
せん。

健康相談会(予約制)

はじめての離乳食(予約制)  

ステップ離乳食（予約制）

育児相談会(予約制)

妊婦歯科健診（予約制）

その他健診

問

カレンダー
健 康

1月・2月の

　ホウレンソウ、小松菜、チンゲンサイの中から何を植えるかみんなで相談し、子ど
もたちがちょっぴり苦手なホウレンソウを植えることに
しました。世話をしていくと、どんどん育つホウレンソウ。
「こんなに大きくなったの？」「ちゃんと抜けるかなぁ」と
収穫が楽しみになりました。立派に育ったホウレンソウ
をゆでて食べてみると「苦くないかも！」「おいしい味が
する」「シャキシャキってしてるね」「いい匂い」とおい
しさを感じ、感想を口にする子どもたちでした。

大通保育園での 南区の実りをいただく日

●子育てオーエンジャー☆みなみ マリンひろば
　2月15日(水)午前10時半～11時　　子育て支援センター マリンキッズ
　ハンドトリートメント　　乳幼児とその保育者 先着5組
　2月14日(火)までに同センター ☎362-3355
●親子の絆づくりプログラム　きょうだいが生まれた！
きょうだいが生まれ、毎日子育てを頑張っているお母さんのためのプログラムです。

内　容
私のストレス
親としてよりよく生きる

日にち日にち 内　容
2/15(水)
2/22(水)
3/1(水)

3/8(水)
3/15(水)

新しい出会い
子どもとの関わり方
子どもの心の発達と「しつけ」

シ
ロ
ッ
プ
作り方
①シロップを作る。なべに水と砂糖を煮溶かし、冷ましておく。バニラエッセン
スを少々入れて冷蔵庫で冷やす
②絹ごし豆腐を崩しながら白玉粉と混ぜ、耳たぶくらいの固さに練る
③直径2センチくらいの団子に丸め、真ん中を少しくぼませる
④沸騰したお湯に団子を入れてゆでる。団子が表面に浮いてきたら冷水に取り
熱を冷ます
⑤バナナ・キウイは一口サイズに切っておく。フルーツと団子をシロップと合
わせて器に盛り付ける

不法投棄されやすいもの
①弁当の容器やペットボトル…分別してごみ集積場へ
②家電製品…販売店に引き取ってもらうなど適切に処分
③タイヤ…カーショップ、ガソリンスタンドなどの販売店に相談する

土地の管理者の皆さんへ…捨てられにくくするために
・空き地などはこまめに草刈りをし、清潔に保つようにしましょう
・みだりに立ち入りができないよう、囲いや看板を設置しましょう
※市では不法投棄警告用看板などを配布しています

　不法投棄をしている人を発見した場合は区民生活課または新潟南警察署生
活安全課（☎373-0110）まで連絡してください。
　区民生活課 ☎372-6145

　不法投棄は地域の景観を
損ねるだけでなく、生活環
境を悪化させるなど、迷惑
のかかる行為です。絶対に
やめましょう。

な く そ う ！
不 法 投 棄

食推ちゃん

豆腐を入れると、時間がたっても
やわらかい白玉団子になります！

栄養価（1人分）　エネルギー  204㎉

　１月25日（水） 午後2時半から　　南区役所　傍聴　先着10人
　南区まちづくり活動サポート事業募集要項について　ほか
※実施済みの会議の内容は、区ホームページや地域生活センターなど区内の公
共施設で閲覧可能

第9回 南区自治協議会第9回 南区自治協議会
地域総務課　☎372-6605

健康・福祉

　白根北児童館　　生後2カ月～5カ月の赤ちゃんとその母親
※幼児期(就学前児)の上の子がいること 先着8組
(上の子の保育あり。1歳半～3歳くらいまで 先着3人 要申込)　
　健康福祉課に電話（372-6351）またはかんたん申込み(右二次元
コード)から　　白根児童センター ☎372-0530

在宅医療・介護の区民公開講座
～南区の地域包括ケアを考える～
在宅医療・介護の区民公開講座
～南区の地域包括ケアを考える～
①会場参加②オンラインによる受講ができます。

子どもと一緒に
出かけよう

子育て

時間　午前10時～正午

　不法投棄は重大な犯罪で
す。「5年以下の懲役」もし
くは「1000万円以下（法人
の場合は3億円以下）の罰
金」またはその両方が科せ
られる場合があります。

　2月5日(日)午後1時半～3時
　①白根学習館　先着200人②ＷＥＢ会議システム「Zoom」による配信　
　基調講演 新潟県グランドデザインにみる南区の地域包括ケア
講師：KOYANAGI真柄CLINIC 院長 小柳亮氏
座談会 かかりつけ医をもちましょう！南区の地域を診るかかりつけ医座談会
吉沢医院 院長 吉沢浩志氏、KOYANAGI真柄CLINIC 院長 小柳亮氏
座長：杉山内科医院 院長 杉山幹也氏
　①2月2日（木）までに市役所コールセンター ☎243-4894②かんた
ん申込み（右二次元コード）から　　健康福祉課 ☎372-6375

南区役所だより　 令和5年1月15日No.379●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



南区と共にがんばる白高生！
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

▶ ▶

《広告欄》

手話通訳者 鈴木さんの 11
健康福祉課に在籍しています！

雪
が
降
る

二
十
歳

　１月も半ば、寒さは緩まず雪が降る日もまだあります。新潟市は今年から成人式を
「二十歳のつどい」に変更しました。今回は「雪が降る」と年齢（ここでは二十歳）
を表現しましょう。

〇ヤングボランティアは特殊詐欺被害防止を目的に、新潟南
署の警察官と一緒に戸別巡回訪問と防犯啓発広報活動をし
ました。商業施設での防犯啓発広報では、買い物に来た皆さ
んに啓発品を配布し、注意喚起を呼びかけました。活動した
生徒自身も改めて気を引き締めました。
〇白根地区公民館主催の「しろみな塾」が始まりました。今年

度は、新飯田地区の地域課題解決方法
を考えます。課題に沿って地域の人たち
と一緒に良い案を考えます。
　２１日（土）は「茨曽根どんど焼き」で、いよいよアイスキャン
ドルイベントが開催されます。この日に向けて出し合った生徒
のアイデアが茨曽根地区の皆さんに笑顔を運びます。

口を開けて
歯を見せな
がら端から
端へ動かす

人差し指と親指で雪を表現し、
上下にひらひら降らせます

親指を顎に当て人差し
指から順番に曲げてグ
ーにする

人差し指と中指で「2」
それを曲げると「20」

南区トレジャーハンティングは、住民の皆さんが
南区役所だよりの記者となって地域の自慢のお
宝を紹介するコーナーです。

山王旧庄屋・笠原家碑

味方地区地域通信員
堤　美幸さん

　味方地区の中心から北側、中ノ口川に架かる根岸橋左岸の辺
り一帯に広がる山王地区は、江戸時代に旧吉江村の庄屋であっ
た笠原勘助氏が新発田藩・溝口公の命を受け、新田開発を行っ
たとされています。当時は盛んに新田開発が行われており、笠
原家のような旧庄屋が中心となって開発を進め、現在の穀倉地

帯の基盤を作ったことがうかがえます。
　この笠原家には天和から元禄の頃、後の赤穂浪士・堀部安兵衛
（新発田藩出身・当時は浪人だった）がたびたび訪れ、時を過ご
すことがあったそうです。その堀部安兵衛は、笠原氏に乞われて
自身の刀を譲り、代々大切に愛蔵されたという物語も伝えられ
ています。
　山王155番地付近

ヤングボランティア活動の様子

 「しろみな塾」始まりました

お知らせ

「白鳥」の時と
同じく、ポイ
ントは歯(白)
を見せること！

まずは「歳」を、
続けて数字を
表現します！

かんすけ

てん  な げんろく

みぞぐちこう

あこう  ろう  し ほり べ  やす  べ　え

　大通地域生活センター　
　小学生以上　各12人　先着順　　　
　1,000円　　
　1月18日(水 )～26日(木 )に電話
（372-5533）またはFAX（372-5513）
で白根地区公民館

　3月4日・11日・18日(土)午前10時～
11時　　味方地区公民館　　ピラティ
ス、テニスボールを使った体のほぐし体験
　18歳以上の女性10人(応募多数の場
合抽選)　

　2月8日・22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　
　1月17日(火)以降に区民生活課
☎372-6105

　2月5日(日)午前9時半～午後4時

30人、オンライン参加20人)※保育あり
（定員5人 生後6カ月以上）　　(公財)県
女性財団に電話(285-6610)ま
たはホームページ（右二次元
コード）から
　
１２月１８日号記事内容の

訂正について
　「老人福祉センターでゆったりとお風呂
を楽しみませんか」の老人福祉センター
いこいの家月寿荘の人数制限が誤ってお
りました。正しくは２人です。

　2月10日 (金 )までに電話
（373-4788）またはメール(右
二次元コードから) で同館

講師：大山礼子さん(駒澤大学法学部政
治学科教授)　　2月23日(木・祝)午後1
時半～3時半　　新潟ユニゾンプラザ
(中央区上所2)　　先着50人(会場参加

県女性センター講座
「女性の政治参加とジェンダー平等社会

～地方議会について考える～」

南区親善囲碁・将棋大会

弁護士の無料法律相談
市民の情報掲示板

まちの

新潟ダルクと地域の交流
　１０月３１日、庄瀬地区の「ままや」で新潟南地区更生保
護女性会を中心に、庄瀬地域コミュニティ協議会が協力
し、新潟ダルクと地域の皆さんとの交流会を開催しました。
昼食を一緒に食べた後、じゃんけん大会と、ホクホクの焼
き芋で盛り上がりました。最後はダルクの皆さんの体験談
を交えた「今の気持ち」、参加者からは「今日の感想」を発
表し、地域と新潟ダルク同士の理解を深めました。「来年も
再来年も開催しましょう」が参加者全員の意見でした。両
者の絆を深める有意義な時間になりました。

　11月に白根東町1丁目地先に発光ダ
イオード（LED）道路照明灯が設置され
ました。これは東北電力ネットワーク
㈱新潟電力センターが区に寄贈したも
のです。
　同社は社会貢献活動の一つとして、
1965（昭和40）年から本県と東北6県に
毎年道路照明灯を寄付しています。
　建設課 ☎372-6470

は　た　ち

白根小学校を紹介します！
　白根小学校には、トランペット鼓隊、略して
「トラ鼓」があり、楽器を演奏しながら行進を
します。トランペットを中心とした、管楽器・
打楽器で構成し、課外活動として活動してい
ます。参加する児
童が心をひとつ
にして、曲の完成
を目指します。私

たちは一から練習を頑張り、一曲を完成させま
す。「トラ鼓」をずっと続けていってほしいです。

来年度からク
ラブ活動に移
行します。指導
支援をしてく
れるボランティ
アを募集して
います！

　区役所で白根小学校6年生8人が広報・区バスの2チーム
に分かれて職場体験をしました。広報チームの金子慎太朗
さん、田才陽向さん、寺崎心都さん、吉沢真之介さんは、区役
所だより「みなみ風」の原稿書きに挑戦しました！

こ  たい

こ

白根小学校６年生が書きました♪

歳 二 

十

※ダルクは民間の依存症リハビリ施設。入所者は、
同じ悩みを持つ仲間と共同生活をし、今までとは
違う生き方をする練習を一生懸命頑張っています

南区教育ミーティング 教育支援センター ☎３７２-６６３５

　1月２５日（水）午後１時半～２時半　　南区役所　　教育委員会による施策説
明と意見交換　　傍聴者５人（定員を超える場合は抽選）　　当日直接会場へ

かんたんピラティス講座

かね  こ  しん  た  ろう

た  さい  ひなた てらさき  こ   と よしざわ しん  の  すけ

さん  のう

■□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

南区役所だより　No.379 令和5年1月15日 ●③

東北電力ネットワーク㈱新潟電力センターが
白根東町1丁目地先に道路照明灯を寄贈
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