
 

 

 

 

 

 

 

9 月 21 日敬老の日に、今年めでたく米寿を迎

えられました皆さんにお祝い状、記念品を贈呈致

しました。今年は山田地区では 11 名の皆さんが、

米寿を迎えられました。 

例年、山田交流センター（旧山田公民館）におい

て、山田地区敬老会が盛大に開催されているとこ

ろですが、今年は新型コロナウイルス感染拡大の

影響を勘案し、山田地域づくり協議会において開

催を自粛することとなりました。 

そこで、今年米寿を迎えられました皆様のご自宅

を訪問して、水口地域づくり協議会長より、田中

南砺市長からのお祝い状、お祝いメッセージ、竹

田健康福祉部会長より、お祝い饅頭、林清寿福会

長より記念品として、防寒ベストを贈呈致しました。事前に訪問時間を連絡済みでしたので皆さん

の元気な姿を拝見することができ、直接お渡しすることができました。これからもますますご健康

で元気に過ごされることをお祈り申し上げます。 

            

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎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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 山田地区人口 1,217 （1,257）人 世帯数 464（468）世帯 
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山田地域づくり協議会 

      076３-52-4559 
メールアドレス 

yamada.kmn@gmail.com 

西井 悦子さん （出 村） 

河合  弘さん （吉江野） 

河合 正次郎さん （吉江野） 

大浦 松子さん （吉江野） 

中井 靜子さん （西 島） 

井幡 喜久子さん （中 筋） 

水口  弘さん （団子林） 

水上 千代子さん （団子林） 

吉田 秋夫さん （柳 堀） 

田島  武さん （梅 野） 

髙田 敏子さん （梅 野） 

おめでとうございます！ 

◎ 米寿の皆さんにお祝い状、記念品を贈呈‼ 



◎子育て教育部会 
 

子育て教育部会ではＰＴＡ団体

等と連携して子供達の健全な成長

を願い活動しています。 

今年は新型コロナの影響のた

め、小中学校が長期休校となり、

子供たちは自粛を強いられ、夏休

みも超短縮されて大変だったと思

います。 

当部会では年間事業として「夏

季研修」や「こども教室」を予定

していましたが、密の恐れより例

年のようにできず、できる事業を

検討し２つ実行しました。 

１つは子供たちの学業支援として小中学生に「図書カード配布」をして、有効に活用して頂きま

した。 

もう１つは「夕涼み会」を開催しました。大盛況

だったことは 9 月の交流センターだよりで報告させ

て頂きました。異例の夏休みに子供たちに少しでも

楽しい思い出を作れたらと思い、感染対策をして初

イベントを開催しました。子供たちを思うスタッフ

の情熱のたまものだったと思います。この後の事業

予定もありますが、子供たちが地域で楽しく成長す

る事業のやり方について知恵を出しあい進めたいと

思います。(文責:竹田 陽一) 

 

◎福光東部小学校運動会 
  

9月20日（日）、晴天の下、「合わせよう東部っ子の力」 

～アイディアいっぱい、元気いっぱいの運動会にしよう～を 

スローガンに、運動会が開催されました。 

スローガンにはコロナ禍の中でも『できること』『できる方法』

を考えて新しい形の運動会をつくり上げ、盛り上げたいという願

いを込められているそうです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 部 会 長 竹田 陽一   さん 

 副部会長 中村 美希 さん 

 委 員 荒井 勝幸 さん 

 委 員 岩佐 恒 さん 

 委 員 岩本 潤司 さん 

 委 員 中澤 誠 さん 

 委 員 町永 いずみ さん 



◎第 1回やまだ元気塾 映画鑑賞会をします 
 

 

日時  令和 2年 10月 10日（土） 午後 2時～4時 
 

場所 山田交流センター ホール 
映画上映会 

 

「ＮＯＲＩＮ ＴＥＮ」 

稲塚権次郎物語 
 

◎稲塚権次郎氏（1897 年～1988 年）は旧城端町西明に生まれ、富山県立 

福野農学校時代にダーウィンの「種の起源」と出会い、東京帝国大学へ進学 

しました。農商務省で水稲や麦の育種に取り組み、草丈が短く倒伏しにくい上、病気に強く収穫量が多い「小麦農林 10 号」

（ノーリン・テン）を開発しました。 
 第二次世界大戦後、アメリカのノーマン・ボーローグ博士がメキシコ品種と交配させて新品種を開発し、多くの国の食糧

不足を救ったことから「緑の革命」と称えられ、博士は 1970 年にノーベル平和賞を受賞しました。 

 稲塚権次郎氏とボーローグ博士は 1981年に開催された日本育種会で初対面を果たし、博士は権次郎氏の功績を称えまし

た。 

 

◎映画は 2014年 6 月から 2015 年 2 月にかけ、南砺市などの美しい田園風景の下でロケを行って撮影されました。地元の

エキストラ 700 人を含む約 1500 人の住民らの協力を得て完成しました。 

 

                              

◎ 南砺市総合防災訓練が行われました 
 

去る 8 月３０日（日）、令和２年度南砺市総合防災訓練が実施されました。当日は午前８時から市

内一斉に防災行政無線でサイレンが鳴りわたり

訓練が開始されました。 

午後からは自主防災組織向けとして防災行政

無線（同報系）拡声子局発報訓練が、福光地域

を皮切りに行われました。福光地域全 11 自主

防災組織の関係者が山田交流センターに集合

し、市の防災危機管理担当者から交流センター

に設置されている防災行政無線拡声器の操作盤

の説明を受け実地の訓練放送が行われました。

山田地区には北島公民館と赤坂公民館、山田交

流センターの 3 か所に装置がありますが、文字

どおり緊急時の一刻を争うような場合（例えば

クマ出没）は最寄りの拡声器を使用して注意を

喚起するときにも使えることとなりました。 

なお、操作盤のカギ（3 地区共通）は交流センターで保管しておりますので、緊急時はご連絡く

ださい。 
 

“農の神”

と呼ばれた      

男！ 



◎竹川英晴さん  
中部管区警察局長 

中部交通安全協会協議会長賞 受賞！ 
 

９月７日（月）、富山県民会館で開催された富山県交通安全対策協議

会主催の第 57 回富山県交通安全県民大会で、優良運転者部門（３５

年無事故無違反・地域の交通安全指導）で表彰を受けられました。竹

川さんは交通安全協会山田支部事務局長を務めておられます。これか

らも地域の交通安全指導にご活躍をよろしくお願いします。 

 

◎ 資源回収します            JA福光女性部山田支部 
 

日 時 ● 令和 2年 10月 18日（日） AM8:00～AM9:00（17日の午後から搬入可能） 

場 所 山田交流センター（旧山田公民館）前 

新 聞 紙 新聞紙・折込みチラシのみ 

雑 誌 電話帳・マンガ・週刊誌・教科書・ノート他 

牛 乳 パック よく洗い、乾燥させて、切り開いて束ねてください 

ア ル ミ 缶 潰しても、潰さなくてもどちらでもいいです 

ダンボール ダンボールの板の中に波型の入ったもの 

板ダンボール 一枚の板のような紙（酒・衣類・菓子箱・タバコのカートンの箱 

 

            

10月 日 曜日 時間 行事 団体 

 1 （木） 19:00 文化まつり実行委員会 地域づくり協議会 

 3 （土） 18:00 フレイルチェック測定会（縄蔵） 地域づくり協議会 

 7 （水）  施設めぐり（高岡方面） 寿福会 

 10 （土） 14:00 元気塾 映画鑑賞会「NORIN TEN」稲塚権次郎物語 生涯学習部会 

 18 （日） 9:00まで 資源回収（17日の午後から搬入可能） JA福光女性部 

 24 （土） 9:00 フレイルチェック測定会（北島） 地域づくり協議会 

 25 （日）  富山県知事選挙  

10 月の行事予定 

https://www.taka.co.jp/tada/detail.php?id=1070&cid=4&cid2=16
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