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       城端の活性化は南山田地区から！！ 

   地区の活性化を目指して 

   

 

 

 

2021 年、令和 3 年が明け、皆様方には、平穏と明るい社会を期待されつつ 

新しい年を迎えられた事と思います。 

しかし、昨年 1 年間、新型コロナウイルス感染により、あらゆる行動に歯止めがかかり、新年を迎 

  えてもなお更なる猛威を奮い、私たちの生活を怯えさせております。又感染力が強く、子供から大人 

まで幅広い年齢層にも襲い掛かる強力なコロナウイルス変異種がもうすでに国内に侵入していると 

のニュースも流れてきており、住民の皆さまにはこれからも油断なく対コロナに、マスク着用・手指 

消毒・三密を避ける事に留意して過ごしていただきたいと思います。 

さて、南山田地域づくり協議会は令和元年 4 月より小規模多機能自治としてスタートし、市からの 

交付金も事務局人件費、地域づくり事業費、約 10000 千円の歳入として稼働しだしました。この 

原資は皆様方の尊い税金である事は言うまでもなく、地域の活性化、全住民の安心安全なまちづくり 

に活用するものであります。又 SDGｓにある誰一人として取り残さない事業に近づける為の予算で 

ある事は言うまでもありません。これは 2015 年 9 月国連総会で採決された持続可能な未来社会作り 

１７の目標を 15 年間で達成するために掲げた項目の一つであり、その他に気候変動から、自然の豊 

かさを護るという目的事項もあります。人間の消費一辺倒社会の影響による地球規模の凄まじい温暖 

化は、皆さま方もマスコミ等から周知しておられる事と思いますが、これらを見直し改善するための 

循環型社会の向上や化石燃料からの逸脱も更に進め，その一環を地域づくりで私達が担わなければ 

なりません。 

又、南山田地域づくり協議会設立に際し、まちづくり、福祉、スポーツ・学習、防災等の部会を 

設置し 2 年間が過ぎました。今では地域づくりが軌道に乗り、地域づくりとはなにか？何をすべきか？ 

という事も軌道に乗り、事業や行事も実行している筈ですが、思いがけない感染病のパンデミックに 

襲われ、誰も経験したことが無い疫病時代に遭遇、多くの予定が制約され、とても残念な気持ちで 

おります。長引く新型コロナ感染への国の右往左往の対応に国民も翻弄されている状況です。 

国自治体が早く効果のあるワクチンの普及に務めていただきたいという事が、国民の切なる願い 

ではないでしょうか。ますます深刻化する少子高齢化社会問題に更に覆いかぶさる新型コロナウイルス 

の襲来、各業界への深刻な影響や、国の財政の疲弊もはかり知ることができませんが、 

しかし、これが永久に続くものではありません。 

住民お互いに助け合い、笑顔も絶やすことなく、毎日をまず健康に 

十分留意してこの困難な時代を乗り切りましょう。 

結びに、天気予報からも想定しておりました、今冬の記録的な豪雪に 

南山田の皆さまには除雪に際し、事故の無いように十分気を付けて 

いただきたいと思います。    合 掌 
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これからの行事予定 

2月 11日（木）  自治会長会総会・理事会 

2月 14日（日）  城端老連カローリング大会 

2月 20日（土）  南山田老人会役員会 

2月 21日（日）  南砺市社会教育推進大会（福野文化創造センター・入場無料） 

3月 25日（水）  年度末会報みなみやまだ発行予定 

（今回連載特別シリーズ担当は、南原地区です） 

★追加行事がある時は、会報にてお知らせいたしますので御覧下さい。 

 
 

ザ☆雪合戦なんと＜2021年は中止となりました＞ 
毎年、城南パークイベント広場で、一般の部、小学生の部に分かれての雪合戦大会ですが・・ 

＜2021 年は中止となりました＞。今大会も、白銀のコートで熱い戦いが繰り広げられ、一般の部は 

日本雪合戦選手権大会（長野市開催）の予選大会となっておりましたが、残念ながら中止が決定。 

来年に、またお会いしましょう！ 
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【交流センターを利用される皆様方にお知らせとお願い】 
★センターをご利用された時、お帰り時には、忘れ物のないよう必ずご自分の手荷物を 

確認されますようお願い致します。 

≪傘がたまっています≫（1か月取りにこられない場合、処分させて頂きます。） 

★利用後は、必ず確認（エアコン・照明など）し、鍵かけのお間違いの無いよう重ねて 

お願い致します。 

★交流センター入退館時の鍵は、ポストの中より取り出し又、ポストの中にお入れください。 
 

南山田交流センターへのご意見・ご要望をお寄せ下さい。 

                  南山田交流センター ☎・FAX  62-3393 

                （8：30～17：00 土・日・祭日除く） 

             メールアドレス minamiyamada.kmn@gmail.com 

 

初春を迎え、地区の皆様方には、ますますご健勝のこととお喜び 

申し上げます。本年もよろしくお願い申し上げます。 

今年もまだまだコロナの脅威に晒されており、加えて降雪も侮れず 

今後を思うと手放しでは喜べません。 

それでも、明けない夜はなく、ワクチンという希望も微かにあり 

人類の未来に期待しております。地区民の皆様方も健康に留意されて、 

今後ともご参加・ご協力の程、よろしくお願い申し上げます。（s・s）  

中 止 

センター長  久保 義則  

事務員     杉本 澄子 

事務員     大井 洋美 

2021      

編集後記        
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 ★令和 2年度の各地区活動推進委員の方々です。お世話になりました。 

（＊今後も引き続きご協力頂けます様お願い致します） 

今年はコロナが蔓延し、行事が中止・延期せざるを 

得ない事態でしたが、令和３年度こそ、皆様方のお力を 

お借りしたいと思っております。よろしくお願いいたします（ｖｖ） 
 

 

☆健康・福祉部会 (部会長 山田 厚) 

【みなくる会進捗状況】 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

氏名 地区 氏名 地区 氏名 地区 

石村 勇治 信末 松井 真岐子 末広町 高田 正治 京塚 

水上 真由美 沼口 雅子 松嶋 実 千福 

 伊東 寛之 是安 

 
岩城 祐輔 野田 南  好子 

喜多嶋 智里 中嶋 健一 家本 雄史 野口 

立井 優 大窪 長尾 郁子 山本 真利子 

今川 朝美 森   真知子 山下 みどり 

中島 康子  河合 浩史 塔尾 

細川 信幸 細木 樋口 孝博 金戸 

 

水本 美子 

川口 幸江 松崎 貴之 森崎 和義 上見 

松   敬子 谷村 一美 笹田 節子 

寺脇 克彦 栄町 荒木 直子 大浦 晴貴 上原 

山根 美幸 品川 美穂 大浦 由美子 

大井 幸子 林   幸則 国広 岩滝 純一 西原 

山本 一信 末広町 大田 雅子 青能 順子 南原 

実施状況 

月 回数 

11 4 

12 4 

皆さん、とてもお元気(^^♪ 

楽しく参加しておられます！ 

毎週木曜日・金戸公民館にて 

軽運動や談話しながら楽しい時間を仲間

と過ごし、健康な日常を目指しています。 

毎週木曜日 AM9:00～ 

PM3：00 実施。 

毎週素晴らしい企画

を考案される、スタッ

フの皆様方に感謝ば

かりです！（ｖｖ） 

今後ともよろしく 

お願い致します。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【お知らせ】 

 上記、社会教育大会が福野へりオスにて開催予定です。 

 参加費は無料ですが、今回コロナ対策の為、事前申し込みが必要になります。 

 参加希望の方は、南山田交流センターへ、2 月 5 日（金曜日）までにお申し込みください。 

 参加者多数の場合は、ホール外での観覧になることがありますので、ご了承ください、 

 参加にあたり、講師の野々村友紀子氏への質問を事前に受付けますので、 

お申し込みください。 

 ◎コロナ状況によっては、中止されることもありますので、その旨ご了承ください。 

     （市 HP にてお知らせいたしますので、ご確認ください） 

南山田教室生徒募集中！！ 
 ＊雅城会(火曜日)＊生花(2・4 水曜日) ＊彩好会(1・3 水曜日)                   

      ＊民踊(土曜日)・・金曜日より変更  

   ＊彫刻教室(月 2 回火曜日 AM9：30～11：30 昨年より開講随時募集中)  
 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日 

和室 ◎ ＊雅城会     ◎ ◎ ◎   

調理室        

大ホール ◎ ＊彫刻 

(第 2・4) 

＊彩好会＊生花 

(第 1・3）(第 2・4) 

◎ ◎ ＊民踊 

 

 


