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料理はありませんか？

私達は地域のみなさ

んの声を聞きながら︑

バランスのとれた生活

習慣を定着させるため

の活動をすすめていま

す︒どうぞお気軽に声

をかけて下さい︒

小学校で作った米粉

シチューのレシピです︒

材料はすべて切って︑

炒めることなく煮込み

ます︒とっても簡単で

おいしいです︒ぜひお

ためしあれ

!!

食生活改善推進委員会︵食推︶活動紹介

大通コミ協 だより Vol.15

私たちは︑健康づくりのボランティアとして︑全国規模で
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活動をしています︒南区では会員六四名︵大通は八名︶で︑

議

﹁私達の健康は︑私達の手で﹂のスローガンのもと実現に努

協

めて活動しています︒食生活改善推進委員になるには︑市主

ィ

催の養成講座を受講︑修了しなければなりません︒そして自

テ

らが会費を出し合い活動しています︒活動内容は︑市と共催

ニ

実施している︑すこやかクッキング︑ヘルシークッキングや

ュ

自主活動として行う︑親子クッキング︑キムチ作りの他︑コ

ミ

ミ協のふれあい昼食会のお弁当作り︑保育園︑小学校へ出向

コ

いての食育活動など⁝︒今年は小学校のクッキングクラブの

通

お手伝いで子供たちと楽しく料理をしました︒作ってみたい

大

レ シ ピ 米粉のホワイトシチュー
大通はあと公園イルミネーション
点灯の瞬間に響いた大きな歓声
に苦労が報われました。厳しい
寒さを少し和らげてくれるひか
りです。
〜大通１丁目 稲月自治会長〜

大通1・2丁目の交流事業とし
て計画した「はあと公園ライ
トアップ事業」。
住民の協力により見事な点灯
式を迎えることができました。
来年以降も楽しみです。
〜大通２丁目 松田自治会長〜

大通一丁目公民館

下塩俵

８

大通はあと公園
大通東公民館

ジョイフル
ヨコカワ
鴨屋

材料４人分

作り方

米粉ミックス粉 ……… 大さじ５杯
にんじん …………………… 1／2本
じゃがいも ………………… 中２ケ
たまねぎ …………………… 中１ケ
鳥モモ肉 ……………… 150グラム
チキンスープ素（固形） ……1.5ケ
牛乳 ………………………… 200㎖
水 …………………………… 600㎖
塩・コショウ ………………… 少々

① にんじん・じゃがいも・
たまねぎ・鶏肉を１cm
角切りにします。
② 鍋に①を入れ、水・スー
プの素を入れて中火にか
けます。
③ 牛乳と米粉を合わせておきます。
④ 野菜がやわらかくなったら、③を入れてあたためます。
（沸騰させないこと）
⑤ 塩・コショウで味を調えます。

みと小児科クリニック

アイリス

撮影協力
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大通２丁目 野口準市さん

編 集 後 記

豚汁、
竹筒に入ったお酒の
振る舞いも
今年のイルミネーションの点灯は１月31日で終了しました。
ありました。

今年度も︑ふれあい公園草刈︑
スポーツイベント︑敬老会︑大通
秋まつりなど多くの方々に参加し
ていただきありがとうございまし
た︒来年度も多くの方々とふれあ
う機会を作れたら⁝と思います︒
︵総務︶

子供たちのカウントダウンで点灯。

ホームページご覧ください
大通コミュニティ協議会の事業や活動状況をホームページ
にて紹介しています。ぜひアクセスしてみてください。

http://www.minamiku-oodoori.com/

QRコードもご利用ください。

大通地域生活センターを利用してみませんか
大通地域生活センターでは団体での利用者を募集しています。
ホール、和室、集会室などの部屋がありサークル活動やお楽しみ会、
会議・会合などに利用できます。
利用料は別途かかりますが、団体登録料、年会費は無料です。
お問い合わせは大通地域生活センターまでお願いします。
地域の皆様のご利用をお待ちしております。（☎025-362-1491）

【新潟市補助事業】
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平成

大通コミュニティ協議会の防犯活動が
新潟県防犯協会から表彰されました

27年度

コミ協活動報告

オータムコンサート in 大通秋まつり

大通コミュニティ協議会では、「にいがた防犯ボランティアネットワーク」に登録して、

10月24日（土）19：00〜
大通地域生活センター1階ホールにて
オータムコンサートが行われました。

住民の皆様からご協力いただき、防犯パトロールや青色回転灯パトロール車の見回りなど
を行って、安心で安全な住みよい町づくりをめざしています。

オープニングを飾ったのは、
白根北中学校吹奏楽部のみなさんです♪

新潟県犯罪のない安全で安心なまちづくり県民大会2015
平成27年10月15日 於 新潟ユニゾンプラザ

募

集

❶「ながらパトロール」のできる方を募集しています。

昼間または夜間、散歩しながら・犬の散歩・ジョギングしながらなど、大通にたくさん
の人の目があることをアピールすることで、犯罪を未然に防ぐことができます。
腕章をつけて「ながらパトロール」をしませんか！

❷ご自宅の車を利用して、青色回転灯による防犯活動のできる方を募集しています。
（講習があります。）

≪パトロール登録のお申し込み≫
大通コミュニティ協議会事務局

（月〜土曜日 9：00〜17：00）
TEL 025−３６２−１４９１
ご協力をお願いいたします！

青色回転灯パトロール車の例

かけましょう。風で散らばらないように、
カラスに荒らされないように気をつけてください。
○路上駐車はやめましょう。
交差点付近の路上駐車は、交通事故の原因となります。
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大通郵便局付近駐停車禁止

新しい経験

○ゴミステーションは、きちんとネットを

白根北中学校吹奏楽部
部長 江川 純可
普段人数が少ない低音が増え︑安定
感の増した合奏ができて︑とても楽し
かったです︒
また︑タンブルヴァッソさんだけで
もそれぞれの存在感が大きく︑低音の
アンサンブルは新鮮で︑おもしろかっ
たです︒

○犬のフンは、必ず持ち帰りましょう。

楽しい思い出

○空き缶・ゴミのポイ捨てはやめましょう。

白根北中学校吹奏楽部
副部長 大野 佑華
私は今回タンブルヴァッソの方々と
一緒に演奏をさせていただきました︒
私たちは﹁虹色の風﹂という曲を一緒
に演奏しました︒とても楽しく思い出
に残るものになりました︒また︑夜遅
い中︑足を運んで下さった方に感謝し
ています︒

○伸びた樹木が、通行のジャマになっていませんか？枝の刈り込みをお願いします。

白根北中学校吹奏楽部
顧問 緒方美由紀
以前から県のコンテストでタンブル
ヴァッソさんの演奏を聴き︑﹁低音部
だけでもいろいろできるんだな﹂と感
心していました︒
今回生徒に︑生の演奏にふれ︑共演
する機会をいただき大きな収穫でした︒

大通地域の道路をきれいに気持ちよく！

コンサートでは、タンブルヴァッソ
（ユーフォニュームとチューバの四重奏）
との共演もありました。
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大通秋まつり

「思いやりネット
える
迎
を
」
２年

10月24日
（土）
・25日
（日）

作品展

大通コミュニティ協議会は、10年後には住民の半数
以上が50歳以上となる将来を見据え、高齢になっても
住み慣れたこの地域で安心して暮らし続けられるよう
に、ご高齢の方のみの世帯と身体の不自由な方のみの
世帯のお手伝い（生活支援）をする「思いやりネッ
ト」を新潟市の「高齢者を地域で支えるモデル事業」
の支援を受け、2014年に構築及びスタートしました。
今回、２年を迎えた「思いやりネット」の現状につ
いてご報告いたします。

総人口7175人中50歳以上人口割合の推移の予測
2014年9月

23％

8％

5年後

22％

13％

10年後

8％

39％

46％

11％

22％

16％

16％

50〜64歳

65〜74歳

75歳以上

54％

あるべき姿は
住民同志で助け合う大通

和菓子作り体験

最終目的は、『思いやりネット』がなくても無償で、隣近所が思いやりながら相互援助をすることで
す。しかし、今はまだ隣近所のお付き合いが深まっていません。
そこで始めたのが依頼を受けて、地域住民がスタッフとして有償でお手伝いをするシステムです。

★現状（平成28年1月現在）

そば作り体験

依頼件数は31件（1.3件/月）です。（平成27年1月開始以来）
思いやりネット
スタッフ数

フリーマーケット

8

17名

18
スタッフ数

その他
作業内容

雪かき、ゴミ捨て、お話し相手
…など

10

4
3
合計31件

今年は「大通秋まつり」と名称を新たに、たくさんの企画を用
意しました。
作品展はもちろん、食品バザー、野菜・焼き芋販売、体験コー
野菜果物販売
ナーなどなど・・・
天気もよく、たくさんの方々に来ていただき大盛況でした。
また、地域のみなさんがワクワク楽しんでいただけるような企画を考えていきたいと思います。
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（ペーパークラフト
木工体験など）
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依頼件数

依
頼
件
数

14
12

5

←

草取り、電球・蛍光灯の交換、
重い物の移動など

6

←

依頼のあった
作業内容

１７名

今後、依頼件数が増加すると考え、作業内容の拡大・
スタッフ増員・スタッフ研修等を図っていきます。

児童体験ランド

16

7

（28年1月12日現在）

2

ご高齢の方は、なるべく人に頼らず自分でやろうと
頑張ってしまいます。
でも

★『助けて欲しい』と言ってもらえる環境を
作ることが大事です。
そのための周知活動を続けていきます。

作業のようす

思いやりネットへのご依頼、作業して下さる住民スタッフの方を引き続き募集しています。
電話番号（思いやりネット直通）

362-6678

までお問い合わせ下さい
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8月6日
（土）
・12月17日
（木）

夏と冬、大通地区一斉に行いました。
今後も地域全体で安心・安全・防犯
に取り組んでいきましょう。

大通地区コミュニティ懇談会

7月25日
（土）

大通ふれあい公園草刈

夜間防犯パトロール

フ
K
ェスティバル
E
E
W
ツ
ー
ポ
ス
2015 in 大通
2015 in 大通
6月22日
（月）
〜28日
（日）
期間中にスポーツ体験会
を、最終日には自治会対抗
カーリング大会、パフォー
マンス、ゲーム大会を開催
しました。
イベントの最後には、豪
華景品をかけて抽選会を行
いました。
子供から大人までたくさ
んの方々に集まっていただ
きありがとうございました。
スポーツを通じて、地域
住民の交流がより深まれば
いいですね。

270名を超える大通地区の住民の
皆様に協力していただきました。
参加していただいた皆様ありがと
うございました。

ふれあい昼食会

5月31日
（日）

9月6日
（日）

今年度は、テーマを絞っての開催となり
ました。
大通地区がよりよい地域となるよう、今
後の対応に期待したいと思います。

はじめまして赤ちゃん

おいしい食事、ゲーム大会など
みなさんと楽しい時間をすごしました。

大通総合
防災訓練
7月21日
（火）

同世代の子供を持つ、ママ同志の交流の
場をもつことができて良かったです。参加
して良かったぁ…と多くの方から感想をい
ただきました。

7月5日
（日）

大雨を想定し情報伝
達訓練を行い、778名
の参加がありました。
日頃より防災への関
心を、1人1人が持つよ
うにしていきましょう。

敬老会

9月27日
（日）

久々の再会に笑顔があふれ、会話も弾みました。
様々な参加型アトラクションで、会場が一体となり
大変盛り上がりました。

ご協力・ご参加ありがとうございました
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❶「ながらパトロール」のできる方を募集しています。

昼間または夜間、散歩しながら・犬の散歩・ジョギングしながらなど、大通にたくさん
の人の目があることをアピールすることで、犯罪を未然に防ぐことができます。
腕章をつけて「ながらパトロール」をしませんか！

❷ご自宅の車を利用して、青色回転灯による防犯活動のできる方を募集しています。
（講習があります。）

≪パトロール登録のお申し込み≫
大通コミュニティ協議会事務局

（月〜土曜日 9：00〜17：00）
TEL 025−３６２−１４９１
ご協力をお願いいたします！

青色回転灯パトロール車の例

かけましょう。風で散らばらないように、
カラスに荒らされないように気をつけてください。
○路上駐車はやめましょう。
交差点付近の路上駐車は、交通事故の原因となります。
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大通郵便局付近駐停車禁止

新しい経験

○ゴミステーションは、きちんとネットを

白根北中学校吹奏楽部
部長 江川 純可
普段人数が少ない低音が増え︑安定
感の増した合奏ができて︑とても楽し
かったです︒
また︑タンブルヴァッソさんだけで
もそれぞれの存在感が大きく︑低音の
アンサンブルは新鮮で︑おもしろかっ
たです︒

○犬のフンは、必ず持ち帰りましょう。

楽しい思い出

○空き缶・ゴミのポイ捨てはやめましょう。

白根北中学校吹奏楽部
副部長 大野 佑華
私は今回タンブルヴァッソの方々と
一緒に演奏をさせていただきました︒
私たちは﹁虹色の風﹂という曲を一緒
に演奏しました︒とても楽しく思い出
に残るものになりました︒また︑夜遅
い中︑足を運んで下さった方に感謝し
ています︒

○伸びた樹木が、通行のジャマになっていませんか？枝の刈り込みをお願いします。

白根北中学校吹奏楽部
顧問 緒方美由紀
以前から県のコンテストでタンブル
ヴァッソさんの演奏を聴き︑﹁低音部
だけでもいろいろできるんだな﹂と感
心していました︒
今回生徒に︑生の演奏にふれ︑共演
する機会をいただき大きな収穫でした︒

大通地域の道路をきれいに気持ちよく！

コンサートでは、タンブルヴァッソ
（ユーフォニュームとチューバの四重奏）
との共演もありました。
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http://www.minamiku-oodoori.com/

料理はありませんか？

私達は地域のみなさ

んの声を聞きながら︑

バランスのとれた生活

習慣を定着させるため

の活動をすすめていま

す︒どうぞお気軽に声

をかけて下さい︒

小学校で作った米粉

シチューのレシピです︒

材料はすべて切って︑

炒めることなく煮込み

ます︒とっても簡単で

おいしいです︒ぜひお

ためしあれ

!!

食生活改善推進委員会︵食推︶活動紹介

大通コミ協 だより Vol.15

私たちは︑健康づくりのボランティアとして︑全国規模で

会
発 行／ 大通コミュニティ協議会
発行日／ 平成28年2月20日
編 集／ 総
務

活動をしています︒南区では会員六四名︵大通は八名︶で︑

議

﹁私達の健康は︑私達の手で﹂のスローガンのもと実現に努

協

めて活動しています︒食生活改善推進委員になるには︑市主

ィ

催の養成講座を受講︑修了しなければなりません︒そして自

テ

らが会費を出し合い活動しています︒活動内容は︑市と共催

ニ

実施している︑すこやかクッキング︑ヘルシークッキングや

ュ

自主活動として行う︑親子クッキング︑キムチ作りの他︑コ

ミ

ミ協のふれあい昼食会のお弁当作り︑保育園︑小学校へ出向

コ

いての食育活動など⁝︒今年は小学校のクッキングクラブの

通

お手伝いで子供たちと楽しく料理をしました︒作ってみたい

大

レ シ ピ 米粉のホワイトシチュー
大通はあと公園イルミネーション
点灯の瞬間に響いた大きな歓声
に苦労が報われました。厳しい
寒さを少し和らげてくれるひか
りです。
〜大通１丁目 稲月自治会長〜

大通1・2丁目の交流事業とし
て計画した「はあと公園ライ
トアップ事業」。
住民の協力により見事な点灯
式を迎えることができました。
来年以降も楽しみです。
〜大通２丁目 松田自治会長〜

大通一丁目公民館

下塩俵

８

大通はあと公園
大通東公民館

ジョイフル
ヨコカワ
鴨屋

材料４人分

作り方

米粉ミックス粉 ……… 大さじ５杯
にんじん …………………… 1／2本
じゃがいも ………………… 中２ケ
たまねぎ …………………… 中１ケ
鳥モモ肉 ……………… 150グラム
チキンスープ素（固形） ……1.5ケ
牛乳 ………………………… 200㎖
水 …………………………… 600㎖
塩・コショウ ………………… 少々

① にんじん・じゃがいも・
たまねぎ・鶏肉を１cm
角切りにします。
② 鍋に①を入れ、水・スー
プの素を入れて中火にか
けます。
③ 牛乳と米粉を合わせておきます。
④ 野菜がやわらかくなったら、③を入れてあたためます。
（沸騰させないこと）
⑤ 塩・コショウで味を調えます。

みと小児科クリニック

アイリス

撮影協力
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大通２丁目 野口準市さん

編 集 後 記

豚汁、
竹筒に入ったお酒の
振る舞いも
今年のイルミネーションの点灯は１月31日で終了しました。
ありました。

今年度も︑ふれあい公園草刈︑
スポーツイベント︑敬老会︑大通
秋まつりなど多くの方々に参加し
ていただきありがとうございまし
た︒来年度も多くの方々とふれあ
う機会を作れたら⁝と思います︒
︵総務︶

子供たちのカウントダウンで点灯。

ホームページご覧ください
大通コミュニティ協議会の事業や活動状況をホームページ
にて紹介しています。ぜひアクセスしてみてください。

http://www.minamiku-oodoori.com/

QRコードもご利用ください。

大通地域生活センターを利用してみませんか
大通地域生活センターでは団体での利用者を募集しています。
ホール、和室、集会室などの部屋がありサークル活動やお楽しみ会、
会議・会合などに利用できます。
利用料は別途かかりますが、団体登録料、年会費は無料です。
お問い合わせは大通地域生活センターまでお願いします。
地域の皆様のご利用をお待ちしております。（☎025-362-1491）

【新潟市補助事業】
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