
地域と学校 ～学校・地域・子どもが元気に～

　教育委員会では「学・社・民の融合による教育」
に取り組んでいます。学校が今まで以上に地域
に開かれ、地域とともに歩むことができるよう
事業を実施しています。今年度、各学校が地域
と連携・協働して行った、さまざまな活動を紹
介します。　　教育支援センター ☎372-6635

新飯田小 ６年生が「これからの
新飯田」をテーマに紹介
ムービーを作成し、プレ
ゼンテーションを行いま
した。地域の人たちから
実際の声を集め、素晴ら
しい地域であることを南
区長に紹介しました。

茨曽根小 ４年生は「茨曽根ＰＲ
ＩＤＥ」（地域の美化、福
祉の活動、地域の宝）の
活動に取り組みました。
これまでの取り組みや、
そこで感じたこと、考え
たことを授業参観で発表
しました。地域愛をより
強く感じた活動でした。

小林小 ６年生が取り組んだ
「小林 × 防災～災害と共
に、災害に負けず～」では、
地域の防災士の方の話や
フィールドワークを通し
て小林地区の防災の活動
について学び、自分自身
や家族で実践できること
を考え、発信しました。

庄瀬小 ４年生は総合的な学習
の時間で「しなの園」と
交流し、福祉について学
びました。児童が計画し
て園庭に花の苗を植え、
入所している皆さんに喜
んでもらうことができま
した。

白根小 「白根に生きる子ども」
を目指して、全学年で地
域と関わる活動に取り組
んでいます。６年生は「し
ろね大凧タウンガイド」
の皆さんとのまち歩きを
通して、大好きな白根の
良さを再発見する活動を
行いました。

大鷲小 ４年生は今年も「大鷲
の梨」の学習をしました。
花粉付けや摘果、収穫な
どの体験や農家の人の話
を聞き、梨づくりの大変
さや梨にかける思いを知
りました。和梨のジャム
を作り、加工作業の体験
もしました。

臼井小 ３年生は臼井の「いい
ね」発見をテーマに「狸
の婿入り行列」について
学びました。生まれた経
緯や地域の思いを知る中
で、地域を盛り上げたい
と考え「ポン太のハッ
ピー音頭」を練習し発表
しました。

根岸小 ６年生はキャリア教育
の一環として、地域で活
躍するさまざまな職種の
人からの講話を聴きまし
た。仕事や地域に対する
熱い思いに触れ、故郷や
自分の将来について考え
ました。

味方小 ６年生が地域の人から
大凧の作り方を学びまし
た。味方の偉人をキャラ
クター化した「こうさん
（平澤興氏）」や「りょう
じんさん（曽我量深氏）」
を描いた大凧を空高く揚
げました。

大通小 ５年生が南区の特産品
を調べ、その食材を使っ
たオリジナル弁当を考え
ました。地域の人にサ
ポートしてもらい、食べ
た人が笑顔になりますよ
うに！と心を込めて工夫
しました。

月潟小 「ようこそ先輩」では、
社会で活躍している卒業
生から将来の夢の描き
方、今をどう生きるかを
話してもらいました。ど
うすれば目指す姿になれ
るかを考えるきっかけに
なりました。

白根第一中 １年生がスポーツ・医
療・建築など、地元で活
躍する職業人１０人を招
き、講話を聴きました。
地域社会の一員としての
自覚、将来の勤労に対す
るビジョンなど、キャリ
ア意識を高めました。

白南中 創立20周年式典では、
生徒が素晴らしい合唱を
披露。三味線奏者・小林
史佳さんや卒業生でソプ
ラノ歌手・吉田早穂さん
による記念演奏会では、
夢を叶えるために情熱を
持つことを学びました。

臼井中 ３年ぶりに開かれた
「狸の婿入り行列」に全校
生徒で参加しました。当
日は、多くの人が見守る
中、さまざまな役割の衣
装を身にまとい、臼井地
区を練り歩きました。広
場では伝統芸能の棒踊り
や神楽を披露しました。

味方中 ハワイの中学生とＺｏ
ｏｍを通して交流し、３
年生が笹川邸の魅力を英
語で発信しました。また、
相手校からは、ハワイの
魅力を日本語で紹介して
もらいました。今後も交
流を続けていきたいで
す。

白根北中 ３年生の起業体験学習
である仮想株式会社「北
の塔」では、青年会議所
や地域の人たちから協力
してもらい、商品の企画、
制作、販売を行いました。
活動を通じて地域との関
わりが深まりました。

月潟中 総合的な学習の時間で
は、全校で「洪水・水害
時の対応」について、地
域の人を交え、小グルー
プで意見交流をしまし
た。月潟地区での防災の
在り方について、考えを
深めることができまし
た。
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南区の人口（令和5年2月末現在、カッコ内は前月比）：43,060人（－42）　男：20,954人（－13）　女：22,106人（－29）　世帯数 16,569世帯（+7）（住民基本台帳による）

《広告欄》



生活の変化(複数回答)

その他
1%

体重計に乗るのが
習慣になった
42%

運動を心がけるよう
になった
28%

食事に気を付ける
ようになった
20%

変化なし
9%

　３月２７日（月）午後２時から　　南区役
所　傍聴　先着１０人　　市長との懇談
会ほか　　地域総務課 ☎372-6605

　4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　
　3月22日(水)以降に区民生活課 ☎
372-6105

　4月28日（金）午後6時～7時　　小学
３～６年生 先着30人　　屋内用運動靴、
飲み物　　窓口または電話で同施設　
☎373-6311

●市シルバー人材センター会員募集
　市シルバー人材センターは就業を通し
て健康や生きがいの実現を目指す団体で
す。豊かな技能や知識を生かし、地域社会
へ貢献しています。
　原則60歳以上で働く意欲のある人
　同センター ☎241-3541　※問い合
わせした人に資料を送付

●桜遊園　桜・灯ろう祭り開催
【ライトアップ】
　4月1日(土)～10日(月) 午後6時～9時
【桜・灯ろうイベント】
　4月8日(土) 午後3時半～6時　
　白根大凧太鼓やサクソフォンなどの演
奏、豚汁の無料配布、ペットボトルの手作
り灯ろう流しなど
　桜遊歩道公園（鷲ノ木新田）
　同祭り実行委員会(鷲巻地域生活セン
ター内) ☎362-5711　

《広告欄》

　4月18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

　4月13日(木)  　午後1時45分～2時
　白根健康福祉センターなごみなみ　
　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
　3月22日(水)～4月11日(火)に市役所
コールセンター ☎243-4894

　4月4日(火)　　午後1時45分～2時
　白根健康福祉センターなごみなみ
　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
　3月22日(水)～4月2日(日)市役所
コールセンター ☎243-4894
　

　4月13日（木）①9：30②9：50③10：10
④10：30⑤10：50　　白根健康福祉セ
ンターなごみなみ　　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
　3月22日（水）～4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

　4月26日（水）①13:00　先着15人②
13:45　先着10人　　白根健康セン
ターなごみなみ　　母子健康手帳、受
診票　　3月22日（水）～4月24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　4月6日(木)
●1歳6カ月児健診　4月12日(水)
●3歳児健診　4月14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)

その他健診

妊婦歯科検診（予約制）

問

カレンダー
健 康

3月・4月の

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

今年度の全校ボランティアは、全部で27活動でした。参
加生徒は延べ２２7人（全校生徒は１７５人）。1人で複数の
活動に参加した生徒が多数いたことになり、積極的な活動
ができました。
校外活動では地域の皆さんと一緒に活動し、たくさんの
元気をもらっただけでなく、個々の成長につながりました。
校内活動では「使用済み切手の収集活動」を実施しました。校内に周知用ポス

ターの掲示と収集箱の設置をしたところ、総重量約２㎏
の使用済み切手が集まり、代表生徒が区社会福祉協議
会に届けました。被災者支援に役立てていだけるというこ
とで、来年度も引き続き行います。
　「みなみく妖怪大図鑑ワークショップ」にも参加しまし
た。白根のまちPRのお手伝いができたらうれしいです。

「はかろう体重！あるこう南区！大作戦」結果報告

臨時窓口を開設　3/26(日)・4/1(土)９：００～１７：００臨時窓口を開設　3/26(日)・4/1(土)９：００～１７：００
この時期は窓口が大変混み合います。比較的空いている臨時窓口を利用してく
ださい。
◆マイナンバーカードの持参を
住所変更などの手続きをするときは、変更する全員分の「マイナンバーカード（個
人番号カード）」または「住民基本台帳カード」を持参してください。（暗証番号の入
力が必要）
※前住所地でマイナンバーカード・住民基本台帳カードを利用した転出届けをし

た人は、臨時窓口では手続きができない場合があります
◆本人確認を実施
住民票の写しなどの証明書の請求や住所変更、戸籍の届け出の際には、運転免
許証などで窓口に来た人の本人確認を実施します。

※臨時窓口では住民票の写しの広域交付はできません。他の市町村が関係する
手続き（戸籍届、後期高齢者医療など）は、書類の受領のみとなる場合があります

今年で7年目♪

白南中学校の「大好き新潟～南区地域福祉アクションプランの
実現をめざして」の取り組みが評価され、令和４年度「コミュニティ
スクールと地域協働活動の一体的推進」に係る文部科学大臣表
彰を受賞しました。
区社会福祉協議会やアクションプラン推進委員の皆さんから支

援を受けながら、地域の課題について中学生ら
しい発想で解決策を提案しました。１月２６日に
は発表会も開催され、生徒たちは自身の声で提案を伝えました。
※南区地域福祉アクションプランは「支えあい(愛)のまち“ふる
さと南”をめざして」をスローガンとしています

白南中学校　文部科学大臣表彰受賞

多くの人から体重や歩数を３０日分記録
してもらいました。体重計に乗ることが習慣
になった人が最も多く、継続して記録するこ
とで自分の体を知り、行動や意識が変化し
ました。
参加者からは「家族で楽しく体重を測れ

た」「歩数を意識した生活になった」などの
感想がありました。記録することで生活が変
化し、健康意識が向上したようです。
「はかろう」「あるこう」を習慣化し、継続
して健康づくりに取り組みましょう。
健康福祉課 ☎372-6385
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令和５年度「シルバーチケット」
の登録を開始します公共交通情報コーナー

　一部の路線バスと区バス・住民バスの運賃が半額になる「シルバーチケット」
の有効期限は３月末までです。引き続き利用する場合は手続きが必要です。

地域総務課 ☎３７２-６６０５　都市交通政策課 ☎２２６-２７２5

区社会福祉協議会に
届けました

　節分で、鬼を退治する豆の話を聞き『大豆』を知った子どもた
ち。「いつも食べている大豆は、実はこんなに固いんだよ」と触
らせてもらうと「うわ～。固いね」「こんなに固いと食べられない
よね」とびっくりした様子でした。「大豆がお水をごくごく飲むと
やわらかくなるんだよ」と聞き、大豆の不思議に興味津 ！々大豆
は、体にとって大切な栄養がたくさんあること、豆腐やしょうゆ、
みそなどいろいろな食べ物に変身することを知り、小さな「大豆博士」になりました。

月潟保育園での 南区の実りをいただく日

手続き

3/24(金) ６５歳以上
・ 申請者の住所と年齢が確認できる本人確認書類（原本）
・ 代理人が手続きする場合は、委任状と申請者・代理人の
本人確認書類（原本）

※新規登録も同日から受け付けます
地域総務課・月潟出張所

登録開始

持 ち 物

窓 口

対　象

区民生活課
☎372-6105

戸籍謄本・住民票の写しなどの各種証明書交付(税証明は不
可)、印鑑登録、住民異動届、戸籍届、国民健康保険の加入・
脱退・保険料の相談、ごみ・し尿などの相談・受け付け　ほか

臨時窓口でできる手続き

障がい福祉・介護保険・高齢者福祉・児童福祉・母子・成人
保健サービスに関する相談・受け付け　ほか

健康福祉課
☎372-6351

窓口・問い合わせ先

弁護士の無料法律相談

白根カルチャーセンター
小学生かけっこ教室

第１０回 南区自治協議会
お知らせ 市民の情報掲示板

みなみく妖怪大図鑑
ワークショップの様子



しろ  ね  いかのぼりけんぶんろく   たこ  の  くに

写真と映画で語る白根大凧合戦と商店街
（（株）新潟管財企画）

まちづくり活動サポート事業  実施報告

第8期の自治協議会の新任委員と
して、さらには会長に就任して、早い
もので2年・1期を終えようとしてい
ます。
区自治協議会は2007(平成19)年

の政令市移行に伴う区制施行に合わ
せて設置されました。区民と行政との
「協働の要」として、区のさまざまな課
題解決に向け、30人の委員が本会議
と3つの部会で真剣に議論を重ねてま
いりました。
今期は新型コロナウイルス感染禍の
真っただ中にスタートしました。基本
的な感染防止対策の実施や、会議へのリモート出席に対応するなど、委員の一人一人が注
意を払って進めてきました。
この2年間では、2023(令和5)年から2030(令和12)年まで8年間の南区のまちづく

りの指針となる「南区区ビジョンまちづくり計画案」や、新潟市が示した公共施設再編案
について、多くの意見が出され、活発な議論が交わされました。
また、南区では、区役所と自治協議会が協働し、多様な「特色ある区づくり事業」に取

り組んでいます。地域の活性化に取り組む企業や団体の活動を支援する「南区まちづくり
活動サポート事業」には、令和3・4年度ともに7つの団体がそれぞれの視点で取り組み、
すばらしい成果を上げていただきました。3つの部会でも、委員一人一人が知恵と工夫を
出し合い、地域課題の解決に向けて一生懸命に取り組みました。
市民課題は次第に複雑になり、行政任せでは解決することが困難な時代となってきてお

ります。南区自治協議会は、区役所と区民の皆さまとの協働が進むよう「協働の要」とし
ての役割を、より一層推進していかなければならないと考えております。

１２月１０日、白根学習館で南区出身でコメンテーターとし
て活躍中の金子恵美さんの講演会を開催しました。テーマは
「みなみ区 女性のチカラ～地域を変える！今こそ女性が活躍
するとき～」。男女共同参画の取り組みについて、日本の現
状の説明や、金子さんのこれまでの経験を交えた「女性のチ
カラ」の大切さ、どのようにして取り入れ、生かすかなどユー
モアを交えながら話しました。
司会を務めた同じく南区出身の斉藤瞳さんからの「東京に

いても、南区を感じることは？」との質問に「毎朝、月潟のお
米を食べて、南区愛を感じています」と、故郷を思う気持ち
を話してくれました。

今年度の「まちづくり活動サポート事業」は７団体の提案を採択しました。
第25号（令和4年12月4日発行）に引き続き実施内容を紹介します。

＼学生連携／南区SDGsフルーツの
ハネものを活用した新商品の開発・販売

（南区農泊推進協議会）
日本文理高校の学生と協働し、南区の形や色合い

などが悪く商品にならない果物を原料として、コロナ
禍で使用頻度が高まっているせっけんを制作しまし
た。モモ、ブドウ、プラム、ル レクチエから作った４種
類のせっけんは肌に優しく、さわやかな使用感でとて
もいい香りがします。
新潟市では多くの種類の果
物がたくさん生産されています
が、食品以外に利用されること
はまれです。消費期限が長いこ
ともあり、お土産としても適し
ています。
また、廃棄されることもある
ハネものを有効に活用すること
で、SDGｓにも貢献しています。

南区自治協議会　第8期を振り返って 金子恵美さん講演会開催

笹川邸　こども学芸員
（味方コミュニティ協議会）

地域の宝「笹川邸」の歴史的背景や建物としての素
晴らしさを広く伝えるため小・中学生が調べ・考え・学
んだことを工夫を凝らしてまとめました。
○味方応援マップ
味方小学校の６年生が地域への思いや地域の隠れ
た見どころなどを記した、見て楽しい地図を作成し
ました。
○笹川邸内の案内看板
笹川邸の各部屋にまつわる豆知識などを記載し、
笹川邸の魅力を一層理解できる看板を作りました。
○笹川邸のDVD
学びの様子や学んだ内容を分かりやすく説明する
子どもたちを撮影した動画を作成し、DVDにまと
めました。

来場した皆さんは懐かしい写真などを見ながら、地
域の歴史や思い出話に花を咲かせていました。
○白根今昔写真展「白根大凧合戦と商店街の今昔」
では、昨年度制作したパネルに新たに21枚の写真
パネルを加えて展示しました。
○白根今昔写真クイズ「この写真、今はどこ？」では、
年代や場所を記載していないパネルを制作し、クイ
ズ形式で展示しました。
○ドキュメンタリー映画「白根紙鳶見聞録 凧ノ国」
を２回上映しました。
実 施 日　令和４年10月29日～11月13日
会　　場　しろね大凧と歴史の館
参加人数　1,577人（映画の観覧者は35人）

会長　髙橋 直廣

全体会で会議を進行する髙橋会長

収穫体験をする日本文理高校の学生

色とりどりの
フルーツせっけん

味方小学校の児童がつくった「味方応援マップ２」

歴史展示コーナーに展示されたパネル

　南区自治協議会事務局
　（地域総務課内）　☎３７２-６605
　南区自治協議会事務局
　（地域総務課内）　☎３７２-６605
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令和5年

3 月19 日発行 第26号

区民の皆さんと区役所をつなぐ「協働の要」自治協議会。活動の内容などをお知らせします。
自治協議会だより自治協議会だより
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