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---楽しく心豊かに暮らせる地域をめざして---

ス マ イ ル や ま だ
山田地区人口 １,１６５（1,２０１）人 世帯数 ４６６（４７１）世帯
・（ ）書きは前年同期の数字です。

第７号
(通巻３１号)
令和 4 年１１月 1 日発行

山田地域づくり協議会
076３-52-4559
メールアドレス

yamada.kmn@gmail.com

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‼
9 月 19 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、記念品を贈呈い
たしました。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
も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、今年めでたく米寿を迎えられました皆様の自宅に訪問
して、水口幹夫地域づくり協議会長より田中幹夫南砺市長からの
お祝い状、井幡秋美健康福祉部長よりお祝い饅頭、林清寿福会長
より記念品として防寒ベストを贈呈いたしました。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、
直接贈呈することができました。これからも皆さんご健康で、元
気に過ごされることを祈っています。
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◎「山田寿福大学 10 月講座 施設めぐり」

寿福会

去る 10 月 5 日（水）に１０月講座として施設
めぐり（呉東方面）を行い、学級生 22 名が参加
しました。あいにくの時折小雨まじりの曇り空
で、林学級長から馬場島見学は中止して、かわり
に立山カルデラ砂防博物館を見学するなどの提
案と、各施設の見学ポイントの説明がありまし
た。
穴の谷霊場は初めて行きましたが、参道沿いに
沢山の仏像が並んでおり見事でした。108 段の階
段を降りると、霊場があり、洞窟の奥に霊水の湧
き出ている場所がありました。
大岩山日石寺は以前にも来たことがありますが、岩に刻ま
れた不動明王は国の重要文化財に指定されているとのこと。
見事な摩崖仏です。また、６つの滝からは勢いよく水が流れ
ており、テレビで放映される滝打ちの行は有名で信者たちが
果敢に挑んでいます。
昼食は、朝のうちに、ますのす
し本舗「源」で買ったますのすし
の弁当を、ささら屋立山本店の駐
車場でいただきました。少しはも
って帰るかと思いましたが、結局
完食しました。
立山博物館展示館の見学後、隣接する宿坊、教算坊の庭園は、見事なお庭でした。
立山カルデラ砂防博物館では、安政５年(1858 年)の飛越地震により、立山連峰・鳶山の山体崩壊
(大鳶崩れ・小鳶崩れ)が起こり、その後カルデラ内の土砂が河道閉塞を起こし、後に何度も決壊し
常願寺川を土石流となって下り、下流の富山平野の村々に多大な損害を与えた歴史の紹介と、その
後のカルデラ内に残った大量の土砂から下流の町々を守るため、その後 100 年以上もの長い期間に
渡り現在も続く、砂防と河川改修工事の歴史、立山カルデラ内の自然などを紹介しています。
小雨が少し降りましたが、一日ほとんど曇り空で過ごす事ができました。夕方５時すぎに無事
山田交流センターに到着。有意義な一日でした。
（文責 山村 章）

◎フレイルチェック測定会実施！

健康福祉部

9 月 24 日(土)吉江野公民館、10 月 13 日(木)縄蔵公民館、16 日(日)中筋公民館・北島公民館にお
いて、加齢による運動や認知機能が低下する「フレイル」の予防に向け、住民が主体となって地元
の高齢者の健康チェックを行う「フレイルチェック測定会」を実施しました。

◎山田ウォークラリー2022（秋）開催

なんでもやってみる部

１０月１６日（日）地域を知ること、SDGｓに興味を持つこと
を狙いとしての第２弾、山田ウォークラリー（秋）を開催しま
した。皆さんの日頃の行いが良く快晴の絶好の日よりとなりま
した。旧やすらぎ荘跡地に集合し８時３０分から最初の訪問箇
所の梅野公民館をめざしてウォークを開始。
梅野公民館では自治会長から梅野
やその周辺の歴史や特徴などを紹介
してもらいました。自治会長には、新
湊博物館の HP で公開されている古文書なども紹介され知識を深めるこ
とができました。
ウォークを再開し２番目の訪問箇所の
大塚公民館に着き、地区の話題を提供し
てもらいました。大塚地区では灌漑用の独自のため池を造成しパイ
プラインで地区のすべての圃場を行き渡らせ、用水を使う灌漑と比
べ水争いが皆無とのことで、すごいと思いました。次に最後の訪問
箇所の東島公民館をめざしてウォークを再開しました。東島公民館
でも自治会長から東島の歴史と話題を説明してもらい歴史を再認
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。その後出発地の旧やすらぎ
荘跡地に戻り、やすらぎ荘の歴史と話題を水口会長から説明してもらいました。やすらぎ荘の入所
者は山田地区の人口に加えられ補助金の増額に貢献しているとのことでした。その後、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。前回と同じく参
加者からは各地区の現状や歴史が判り意義深く、残る９か所の公民館を是非回ってみたいという声
が多数あり来年度も企画したいと思いますので、開催時には是非ご参加ください。

◎親子でさつま芋掘り

「はつらつ公民館学び支援事業」

10 月 1 日（土）、気持ちの良い秋空の下、北山田鍛治地内の畑をお借りして、
５月に苗植えし、大きく育ったさつま芋を吉江地区、北山田地区の親子の皆さ
んと一緒に収穫しました。
参加者は約７０名で、北山田地域づくり協議会の山田政寛さんから、苗植え
後の水管理、枯れ苗の補植等の苦労話、収穫についての注意点等の説明を聞い
たあと、一部残っていた芋ツル、マルチシートを取り除き、その後、土をかき
分けて大きく育ったさつま芋を収穫しました。
天候にも恵まれ、参加者全員ビニール袋いっぱいのさつま芋を収穫して楽し
い体験でした。

◎第 40 回「山田地区文化まつり」を開催します
日 時 令和４年１１月３日(木・祝)～ ６日(日)
各種展示 ３日（木・祝）～５日（土）９:３０～１６:００、６日(日)９：３０～１２:００

場 所 山田交流センターホール・ふれあい館ホール 他
各種団体及び個人作品展・DVD 上映・芸能発表等
11 月 3 日(木・祝)
開会式

9：30～ 交流センター前 (雨天時ふれあい館)

芸能発表 山田民謡同好会、にじの輪、コーラスグループ
～販売の部～
9:30～
・各種野菜、もち米
・おはぎ、とちもち、赤飯
・ケーキ(11:00 から販売予定)
・お弁当づくり 先着３０名様
(10:00～なくなり次第終了)

週末カフェ ＆ 週末居酒屋
（同時開催）
なんでもやってみる部

【日時】
11 月 20 日(日)
【場所】
山田交流センター

週末カフェ 14:00～

11 月

スマホ教室
【日時】

11 月 28 日(月) 14:00～

詳しくは
チラシを見てね♪

【場所】
山田交流センター
（先着 10 名様）

週末居酒屋 17:００～

時

間

行

11 月 21 日(月)までに
お問い合わせください
52-4559 まで

日

曜日

事

３

(木・祝)

９:３0～

３～６

(日)まで

９：３０～

第 40 回山田地区文化まつり展示

地域づくり協議会

１３

(日)

８：３０まで

資源回収(前日午後から搬入可)

福光東部小学校育友会

１５

（火）

１４:00～

寿福大学 新聞の読み方

寿福会

２０

(日)

14:00～
１７:００～

週末カフェ
週末居酒屋

なんでもやってみる部

２８

(月)

14:00～

スマホ教室

地域づくり協議会

第 40 回山田地区文化まつり
野菜・とちもち・おはぎ・ケーキ等販売

団

体

地域づくり協議会

