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山田地域づくり協議会
076３-52-4559

山田地区人口 1,200（1,242）人 世帯数 458（465）世帯
・（ ）書きは前年同期の数字です。

メールアドレス

yamada.kmn@gmail.com

◎ 2021 ワークショップ開催‼
実りの秋‼ 「親子でさつま芋堀り」
2 月 21 日（日）午後２時から山田交
流センターホールにおいて各部会の部会
員全員参加で「2021 山田ワークショ
ップ」が開催されました。
山田地域づくり協議会は、「協働」か
ら「総働」へ、人任せから一人一役へ、
自分ができることで地域を守る。「誰か
がやってくれる」「行政がやってくれ
る」ではなく地域住民が総力戦で山田を
守っていくという目的で立ち上げた組織
です。
この企画は、今から「総働」意識をも
つことを目当てに取り組んだものです。
３０年後の安心安全な山田地区を今か
らどう創っていくか・・の視点でテーマを次の 3 点として各部会ごとに分かれてグループ討議し
発表しました。
1．暮らしやすい山田、住みよい山田とは
2．盆踊り、レク大会、文化祭りの今後の取り組み方
3．各部事業の見直しと 2021 やってみたい事業
～いろいろな意見～
1．暮らしやすい山田…
・高齢者の住みやすい地域（除雪、草刈りなど）
・賑わいのある地域（コンビニ、居酒屋、スポーツ）
・暗い夜道が多い、もっと街灯を付け安全安心に
・車がなくても暮らせる地域（巡回タクシー、移動販売車）
などなど
2．三大イベントの取り組み方
・盆踊り・・・日中にする
屋台村を作る
カラオケ、ダンスを取り入れた「サマーフェスティバル」
・レク大会・・グラウンドを排水対策するか張り芝して運動環境を整備
フィールド競技だけにする 種目の見直し
大会の後 BBQ をする
他の行事とコラボする
・文化祭り‥歌謡ショーやバンド演奏もやれば
手芸サークル等の作品即売
文化の日（11/3）にこだわらず時期を早める 文化講演会
フリマ（子供の学生服）
作品展示を長めに
敬老会と合体

３．各部の事業の見直し‥‥
・総務企画・・TV や SNS で地域づくりを紹介し拡散
スマホ・タブレット教室
地域食堂
週末居酒屋
コーヒーサロン
野菜作り
LINE 繋がり
・健康福祉・・やまだ道の駅
農産物直売所を高齢者で
ちょっとお茶のみコーナー
フレイルコーナー常設
一人暮らし見守り通信システム
健康教室
・生涯学習・・山田地区史跡巡り
ウォーキングなどのスポーツイベント
ミニコンサート、モノづくり教室、後援会・講習会
３大イベント
・防災安全環境・自主防災組織・訓練の見直し
防災講演会
防犯カメラの増設
地区全体の花いっぱい運動
資源ごみ回収ステーションの確保
・子ども教育・放課後学習
夏季研修
こども教室
夕涼み会
クリスマス会
放課後学童保育
山田版メルカリ
などなど
討議のはじめの頃は勝手が違ってか少し時間がかかりました
が、だんだん熱を帯びて２時間を目途としておりましたが３時間
近くのグループワークとなりました。
地域づくり協議会の今後の事業の方向性を示唆する有意義な議
論でした。今後各部会において検討を進め、出来るものから導入
されていくことが期待されます。

◎寿福大学 映写会を開催しました
寿福大学２月講座を 2 月２０日（土）に開催しました。
当初計画では、じょうはな座での「お気軽寄席」を鑑賞す
る予定でしたが、感染症拡大防止のため、中止となりまし
たが、山田交流センターにて「映写会」を行いました。
「その時、歴史が動いた」
「昭和のお笑い名人芸」
（DVD）
を上映したところ、参加された方（３７名）は関心を持っ
て鑑賞しておられました。

◎分団対抗カローリング大会開催‼
２月７日（日）に分団対抗カローング大会が行われました。
８チームの参加がありました。結果は下記のとおりです。
優勝

2 分団 A

中田すみ子・榊祐人・石田五郎・春日芳博

次勝

1 分団 B

梅本和子・山村修・梅本富治

参勝

4 分団 B

谷山節子・竹本輝雄・片山清悦

◎ 善行の児童生徒表彰（福光）がありました
南砺市福光地域善行表彰式が２月２０日、福光福祉会館であり、美化や福祉活動などに
取り組んだ児童生徒や団体をたたえました。山田地区の表彰者は下記のとおりです。

・福光東部小学校６年

吉田

朱里さん

（大塚）

・吉江中学校３年

島

寿侑くん

（旭ヶ丘）

◎福光東部小学校学習発表会が行われました
2 月 20 日（日）、第 2 回学習発表が行われました。コロナウイルス感染拡大を避けるため、
今年は開催を工夫し、１１月１７日（土）の第１回学習発表会で４年生、５年生が発表し、今回も
密になるのをさけながら、1 年生は図書室で「できるようなったよ発表会」を、2 年生は体育館で
「音楽劇」を、3 年生は、3 年ホールで「干し柿発表会」を、6 年生は体育館で「創作劇」を発表
しました。子ども達は、日ごろの学習成果を発揮し、父兄からたくさんの拍手をうけていました。

◎令和 2 年度追悼法要のご案内（山田寿福会）
日

場

時

所

令和 3 年 3 月 13 日（土）
午前 10 時～

法話

午後

追悼法要

1 時 30 分～

山田交流センター

ホール

・定期総会は昨年同様、文書審議といたします。

以速寺住職

梅原裕法

師

大福寺住職

太田浩史

師

以速寺住職

梅原裕法

師

◎「婚活倶楽部なんと」

をご存じですか？

♥南砺市では、本気で結婚を考えておられる方に、
出会いを提供しています。
♥加入登録費用及び年会費は、すべて無料！
♥加入できる方 （25 歳から概ね 50 歳未満までの独身男女）

市内居住成婚カップル 143 組✨

2021.1.18 現在

【問い合わせ】

山田おせっ会

080-3743-3895 （竹田）

南砺で暮らしません課 婚活支援事業係

℡ 0763-23-2037 （10:00～19:00）

◎山田地区新成人を祝う集い（新成人あつまれ‼）
日

時

令和３年３月 14 日（日）
12:00～13:00

場

所

山田交流センター

内

容

祝辞・記念撮影・新成人自己紹介など
家族からのメッセージ

主催者

ホール

山田地域づくり協議会

会長

水口幹夫

山田地区

会長

竹田保幸

おせっ会

◎山田交流センターだよりの写真はカラーで
見られます 右に表示した「QR コード」でホームページをご覧ください。

3 月の行事予定
３月

日

曜日

時間

行事

団体

1 （月）

15:00

寿福大学 「貯筋体操」

寿福会

6 （土）

19:00

自治会連絡会

地域づくり協議会

7 （日）

13:30

成人クラブ 解散総会

成人クラブ

13 （土）

10:00

寿福会 法話 追悼法要

寿福会

14 （日）

12:00

成人を祝う集い

おせっ会

16 （火）

吉江中学校卒業式

吉江中学校

18 （木）

東部小学校卒業式

東部小学校

