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           「笑顔いっぱいの山田っ子夕涼み会」 
 
今年は、子どもたちのために計画されていた学校行事や地

域の行事がほとんど中止になってしまい、『何かほんの少しの

楽しみを！』という思いから準備を始めました。準備している

中で、県内においても新型コロナ感染拡大の噂が近づくにつ

れ、本当に開催できるのか、スタッフ一同は前日まで迷いな

がらも開催を決断しました。当日、そんな迷いは、楽しんでい

る子どもたちのはじける笑顔が吹き飛ばしてくれました！ 

 

子どもたちが書いてくれた感想を一部紹介します。 

 

★お化けが出てきてびっくりしたけど良かったです。 

★このお化け屋敷でいろいろな仕掛けがあって面白かったです。 

★急に手が出てきて怖かったけど、楽しかったです。 

★とても本格的だったのでびっくりしました。 

★最初、「よゆ－！」と思ったけど、スリルマンテンでとても楽しかった 

★お化け屋敷、楽しかったからまたやりたいです。 

★お化けはリアルで楽しかったから、またこんな行事があるといいな。 

★お化け屋敷は少し怖かったけど、おふだを探すのが楽しかった。 

 

 

たくさんの感想をいただき、ありがとうございました。 

コロナ感染予防対策のため、体温測定・消毒・密にならないようにハンターが見守りの中、きもだめし、勇気の

書のスタンプラリー、そして最後にみんなで花火をしました。コロナ禍の今年の夏でしたが、山田でほんの少し、い

い思い出になったように思います。 

開催準備に協力して頂いた皆様、保護者の皆様や子どもたちのご協力に感謝致します。 

 

子育て教育部会・福光東部小学校育友会・吉江中学校ＰＴＡ スタッフ一同 

 
 

 

 

◎山田交流センターだよりの写真はカラーで見られます 
このページに表示しております「QR コード」でホームページをご覧ください。 
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◎ 山田っ子夕涼み会 初開催される！ 



◎生涯学習部会 

 

 
生涯学習部会は活動目標として、生涯学習やスポー

ツ・文化活動を通じて、心豊かに楽しく暮らせる地域を目

指します。 

具体的には、これまでの公民館活動を引き継ぎ、山

田地区の三大行事であります、納涼盆踊り大会、レクレ

ーション大会、文化祭りの実施について、主体的に活動

します。 

また、山田元気塾の行事として、神社、仏閣等の歴史

的施設、美術館等の社会見学会、落語、音楽、映画鑑

賞等を今後企画して行きたいと思います。地域の皆様

の多数の参加をお待ちしております。 

 しかしながら、今年度は新型コロナウイルス感染拡大

防止のため、納涼盆踊り大会、レクレーション大会は中止

となり、文化祭りについても、展示を中心として縮小開催

を検討しています。        

 この機会に三大行事を含め、事業について、開催時

期、内容等について見直しを含めて検討し、 来年度は

実施できることを祈っています。 

（文責：岩村 晃） 

 

 

 

◎防災安全環境部会 

 
部会の目標は「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」となることです。 

年度当初、防災訓練や交通安全運動、美しい

環境を守っていくことで年間スケジュールを組んで

走り始めましたが、折からの新型コロナウィルス禍

のため防災訓練や交通安全運動も中止となり前

途多難の船出となりました。 

そういった中でも 4月の R304沿いの芝桜街道

の除草、手入れは「３密」を避けて実施することが

できました。 

また、子供たちの通学時の安全や地域の防犯対

策のため、地域に見守り・防犯カメラを４台設置す

ることができ、防犯灯の LED化も着々と進んでいます。 

幸いに山田地域は危険な箇所は少ないですが、災害

は「忘れなくとも」やってきます。 

いざとなっても慌てないよう日頃の訓練が必要です。 

今後、自主防災会の体制を見直し、このコロナ禍の中

でも可能な防災訓練の方法を検討していきたいと思っ

ています。              

（文責：藤井 正春） 
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◎伝統行事、山田地区大クリーン作戦実施！ 
 

8月 2日（日）早朝 6時より 7時まで、恒

例の山田地区大クリーン作戦を山田交流セン

ター周辺及び各自治会で実施しました。東部

小学校の親子さんには、交流センター花壇の

草取り、グランドの草刈り、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。また交流センター、ふれあ

い館建物周辺は草刈機による草刈りをしまし

た。各自治会においても、それぞれの自治会

内の草刈り、ごみ拾い等を実施し、山田地区

全体が綺麗になりました。皆さんご協力あり

がとうございました。 

 

                              

◎ フレイルチェックの取り組みについて 
 

7月２２日（水）、山田ふれあいディの利用者を対象として

フレイルチェックが行われました。当日は南砺市包括支援セ

ンターから講師を招き、健康とフレイルとの関係や対策の重

要性の説明を受け、健康福祉部会のスタッフによるチェック

を進めました。折しも環境整備を終えた交流センターホール

のこけら落しと重なり、暑さと３密を避けて気持ちよく利用し

ていただけたと思います。 

健康福祉部会では、今年度の計画として２自治会（北島、

縄蔵）でフレイルチェックの試行を予定していますので、是非

多くの皆さまの体験を期待しています。 

 

 

◎ 交流センター環境整備に寿福会の協力を頂きました 
 

 

7月２６日（日）、寿福会の役員（１２名）の方が朝

早くから草刈り機を持ち寄って山田交流センターグラ

ンドや東の築山、山田運動公園などで伸び放題とな

っている雑草の草刈りをして頂きました。 

山田保育園があった時に、園前の花壇や遊び場

の除草などを続けて来られた名残として、閉園となっ

た後も環境整備で何かできないかとの思いから今年

も実施されました。 

 おかげですっきりとし、翌週の恒例の大クリーン作戦

も予定される中で、一足先の環境整備となりました。 

 



◎ 平和祈念祭挙行される 
 

８月７日（金）、戦後７５年の節目に合わせて、令和２年

度平和祈念祭が鎮霊神社において、北野天満宮の利波

宮司をお迎えして挙行されました。 

宮司の祝詞に合わせ、遺族会の方々や地域の参列者が

拝礼し、御霊に感謝し末永い平和を祈りました。 

この平和祈念祭は、終戦によって戦火に身命を捧げた

御霊を祭るために建立された鎮霊神社の祭礼として当初

「招魂祭」とされていましたが、戦後６０年の節目の年（２００

５年）から恒久平和を祈念する祭礼となりました。 

当日は、前日までのカンカン照りとは打って変

わって雨模様の一日となり、テントを張りながらも

挙行が危ぶまれましたが、幸いに神事の際には

雨も止み厳かに営まれました。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎ 防犯カメラ設置しました（追加） 

 

山田地区内に４ヶ所の設置をすべく、運営委員会で決定された防犯カメ

ラの実機について、調整が残っていた１台について 8月 7日（金）設置され

ました。 

これで、すべての設置が完了し、子供たちの通学時の安全や地域の防犯

対策に寄与されることを期待します。 

 

 

９月の行事予定 
9月 日 曜日 時間 行事 団体 

 5 （土）  体育大会 吉江中学校 

 8 （火） 14:00 寿福大学 （交通安全・防犯教室） 南砺警察署・東太美駐在所 寿福会 

 13 （日）  資源回収 東部小育友会 

 19 （土） 午前中 運動会 東部小学校 

 21 （月）  米寿祝い 訪問 
健康福祉部会 

寿福会 

 27 （日） 午前中 親子でさつま芋堀り（北山田地内） 生涯学習部会 

 27 （日）  ゴルフコンペ （ゴルフ俱楽部ゴールドウィン） 成人クラブ 

これに先立ち、鎮霊神社の社に覆いかぶさ

るように茂っていた木々を伐採、剪定しても

らい「スッキリ」としたたたずまいの中で行うこ

とができました。 

東島公民館付近 

剪定前 剪定後 


