
 
◎山田ウォークラリー2022（夏）開催     なんでもやってみる部 

 ７月２３日（土）地域を知ること、SDGｓに興味を持つことを

狙いとして山田ウォークラリーを開催しました。朝から雨が降

ったり止んだりの空模様の下、１０時から最初の訪問箇所の旭

ヶ丘公民館をめざしてウォークを開始しました。 

冷房の効いた旭ヶ丘公民館に上がらせていただいて、自治会

長から旭ヶ丘の歴史や特徴などを紹介してもらいました。公民

館では真新しい机や椅子も揃えられ、地区以外の公民館に入る

機会のない中で良い経験でした。予定では下りのベルモンタに

手を振る予定でしたが、気がついたときは時すでに遅し…無常

に通過…続いてウォークを再開し２番目の訪問箇所の吉江野

公民館に着いて、地区の話題を提供してもらいました。そのあと上りのベルモンタに手を振ることが

できました。次に最後の訪問箇所の天池公民館をめざしてウォ

ークを再開しました。天池公民館では自治会長から山田新田用

水を中心とした地区周辺の歴史を説明していただき、歴史を再

認識しました。各公民館で、休憩しながら SDGsのクイズを行い

ました。その後交流センターに戻りクイズの答え合わせをして

参加者全員「〇」の好成績で SDGｓの片りんを学べたと思いま

す。参加者からは各地区の現状や歴史が判り意義深く、別の地

区の公民館を回ってみたいという意見などが多数ありました。 

今回は１５名の参加でしたが、１０月１６日(日)に２回目を

予定しておりますので皆様多数の参加をお待ちしております。 

 

◎「住民の仲間づくり」６グループが決定    なんでもやってみる部 
昨年に続き「住民の仲間づくりを応援します！！」プロジェクトに７グループの申し込みがあり、

下記の６グループを決定し応援金を渡しました。 

 

チーム名 代表者 人数 やってみたいこと 

スポーツを楽しむ会  宮川 玉枝 ３ 軽いスポーツを通して健康維持 

ピザ作り講習会 坂井八重子 ９ ピザ作り 

手作りおもちゃの会 長澤智恵子 ４ 子供たちがわくわくして使ってみたく

なる手作りおもちゃ作り 

高齢者いきいきサロン 岩佐 文男 １５ 音楽療法で体を動かして健康維持 

古布再生小物つくりの会 西村 愛子 ３ 古布を使った小物つくり 

NEWスポーツを楽しむ会 竹田 一美 ３ NEWスポーツを体験してみる 
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◎寿福大学              寿福会 

 
★８月講座             
８月４日(木)南砺市議会議員 竹田秀人氏から「南砺市の課題」と題して最近の動きについてお話

を頂きました。 

 冒頭に国の重要施策として 4 項目 ①コロナ対策 ②ＤＸ（ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾄﾗﾝｽﾌｫｰﾒｰｼｮﾝ）③脱炭素化 ④国

土強靭化についてアウトラインの説明がありました。 

私たちはどれも新聞やテレビで聞き慣れた言葉ですが、改めて身近な市議会議員から分かり易くひも

解いて説明を頂き一層理解が深まったと感じました。 

特にこの説明の中で、今世界を震撼させているロシアのウクライナ侵攻について「なぜこんな事が起

きたのか…」について旧ソ連崩壊から現代に至る歴史的背景や経緯についても触れられ、また北方領

土問題についても 1855 年の日魯通好条約から現代に至る歴史的経緯について地図を示して説明を頂

きました。これを聞いて今まで何があったのかを改めて知る機会となりました。 

 そして南砺市が今抱える課題については、課題を定量的な数値で表すグラフや要点をまとめて箇条

書きにしたスライドを用いて体系的に説明を頂きました。 

具体的には南砺市の予算状況、人口問題から始まり、現在進められているマイナンバーカードに関す

るマイナポータル相談窓口の開設、若者ネットワーク事業、小枝・落葉専用ゴミ袋の作成事業、地域

活性化事業などの取り組み状況、また今後の人口減少に伴って避けて通れない令和の教育問題の動き

など多岐に渡りました。 

８月講座は竹田議員が議員活動を通して勉強されてきた実に密度の濃いお話を聞かせて頂き、受講生

一同大変有意義なひと時でした。 

（文責：篠島幹夫） 
                                                 
 
 

  

 

 

 

 

◎福光ペタンク協会長杯大会２年連続優勝！ 
 

7月 30日(土)第 25回福光ペタンク協会長杯大会において、福光

地区 26 チーム (山田クラブ 5 チーム)が参加した中で、山田 D チー

ムが(写真)が昨年の第 24 回大会での「山田 B チーム」に続いて優勝

しました。その他の大会でも南砺市民大会では、山田 Cチームが 3位、

南砺市長杯大会では、山田Aチームが敢闘賞を獲得する活躍をしてお

ります。 

 当クラブは、和気あいあい楽しいクラブです。フレイルを予防し、健

康で長生きする一助となればと、皆さんの入会・参加をお待ちしてお

ります。                  （山田ペタンククラブ梅本記） 

 
★ペタンククラブの皆様による、グラウンドの整備をして頂きました。 

８月６日(土)ペタンククラブの皆様方が、朝６：００頃草刈り機を持ち寄

って山田交流センターグラウンドの、山田大クリーン作戦で刈り切れなか

ったところを刈っていただきました。 

山田Dチーム 
石田 五郎さん （旭ヶ丘） 

長澤 信子さん （縄 蔵） 

中田すみ子さん （旭ヶ丘） 



◎防災安全環境部 
 

 当部では、「自然環境の保全と防災体制を充実した、安全

で安心な地域づくり」を目指して、防災安全と環境保全に関

する活動を進めて行きます。 

 活動計画としては、7月：防災研修会 8 月：自主防災訓

練 12 月：やまだ安心安全マップの更新を主な事業として

計画し、部会を構成する有識者や各種団体の連携・協力によ

り、火災予防運動・管内巡回、交通安全運動・運転者講習会、

防犯パトロール・登下校時の子供見守り、304号の

美化活動等、地域の安全・安心、環境保全に係る活

動をそれぞれ展開してもらいます。 

 また、防犯灯の LED 化や防犯カメラの保守、消火

栓ボックスの更新など、施設や資機材の整備にも配

慮して参りますのでよろしくお願いいたします。                                                          

（文責：西井 隆生） 
 

 

◎防災研修会                    
防災安全環境部                                     

７月１０日（日）午前、富山市にある富

山県広域消防防災センター「四季防災館」

を訪ね、山田地区自主防災会役員研修会を

開催しました。自主防災会本部役員や各自

治会の隊長ら１６名が参加し、２時間余り

で、地震体験・消火体験・煙体験・応急手

当体験のコースを元消防署員で救命救急士

でもあった解説員の指導を受け、体験・学

習することができました。 

応急手当体験ではコロナ感染症への対応などで、従来の方法からの改善

点や気を付ける点など詳しく指導して頂けました。参加者の皆様には、８

月２８日(日)に予定している地域の自主防災訓練においても指導的な役割

を担っていただくために、良い機会になったものと思っています。 

（文責：西井 隆生） 

 

                                         

◎農業体験             なんでもやってみる部 

 

日 時  ９月１１日(日)  ９：３０～１１：００ 

 

内 容  白菜苗植え付け、大根種まき 

 

参加費  ５００円(１家族)  

防災安全環境部  部 長 西井 隆生さん 

         副部長 竹田 甚悦さん 

          部員 荒木 悦夫さん 

          部員 荒山真粧美さん 

          部員 竹川 英晴さん 

          部員 藤井 正春さん 

          部員 吉田世志子さん 

          部員 笹谷 直和さん 

おみやげ

付き 



◎山田大クリーン作戦実施！ 
７月３１日(日)早朝６時からいつもより時間を

短縮して６時３０分まで、恒例の山田大クリーン作

戦を山田交流センター周辺及び自治会で実施しま

した。東部小学校の親子さんには、グラウンドの草

刈り、吉江中学校の親子さんには、JR 越中山田駅

の草刈り、清掃、そして遺族会の皆さんには鎮霊神社

の清掃をして頂きました。 

また、寿福会の皆様には、交流センター周辺、グラウンド周辺等草刈り機

による草刈りをして頂きました。各自治会におきましても、それぞれの自治

会内の草刈り、ゴミ拾い等を実施し山田地区全体がきれいになりました。 

 

◎平和祈念祭 厳かに挙行 
８月７日（日）、令和４年度平和祈念祭が鎮霊神社において、遺族会会員、

自治会長等関係者約 30名が参列して挙行されました。 

北野天満宮 利波宮司の祝詞に合わせ、遺族会会員や地域の参列者が拝礼

し、戦没者の御霊に哀悼の誠を捧げ、末永い平和を祈りました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

 

          

９月行事予定 

9月 日 曜日 時  間 行   事 団   体 

 １０ (土) ９:３0～ フレイルチェック測定会（西島） 健康福祉部 

 １１ (日) ９；３０～ フレイルチェック測定会（東島） 健康福祉部 

 １１ (日) ９：３０～ 農業体験 なんでもやってみる部 

 １１ (日) ８：３０まで 資源回収（前日の午後から） 福光東部小学校育友会 

 １３ (火) １４：００～ 寿福大学 交通安全・防犯教室 寿福会 

 １７ (土) ８：００～ 山田地区ゴルフコンペ 山田地区ゴルフ同好会 

 １９ (月・祝) ９：３０～ 敬老者祝品贈呈 地域づくり協議会 

 ２４ (土) ９：３０～ フレイルチェック測定会（吉江野） 健康福祉部 

日頃より温かいご支援とご協力を頂き、誠にありがとうございます。令和元年まで実施しておりました『遊

笑座』ですが、感染症予防・コロナ禍の為実施を見合わせてきました。未だ、実施の見通しが立っておりま

せんが、再開の予定が立てばご連絡させていただきたいと思います。 

現在、やすらぎ荘ではタブレットを導入しベッドサイドやテレビに繋ぎ懐かしの歌謡曲を聴いたり、地元

の祭りの映像を観たりと入居者様の個別活動に活用しています。 
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