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西太美敬老会
長年にわたり地域繁栄の礎を築いていただいた功績に対しての感謝とご高寿のお祝いとして、今年度は
新型コロナウイルス感染症対策のため敬老会の式典を中止し、西太美地区の７５歳以上の方１９６名の皆さ
んに、民生委員や各地区の福祉推進委員ら社会福祉部会のメンバーが記念品をお届けしました。また今年米
寿を迎えられた９名の方には、地域づくり協議会会長、副会長が南砺市長からのお祝い状を手渡ししました。
長寿を迎えられた皆さんには今後ますますのご健康とご多幸をお祈りいたします。

米寿のお祝い状をお渡ししました

記念品をお届けしました

多く実りました

９月５・６日(土・日)農事法人「医王の恵み」は才川地内の山
ブドウ畑で収穫体験会を行いました。地域内外から多くの参加者
が訪れ、たわわに実った山ブドウをハサミで丁寧に刈り取りバケ
ツに入れていました。ブドウ踏み体験コーナーでは子どもらがた
らいに入れられた山ブドウを踏んで潰していました。会場では山
ブドウの加工品や太美山産のトマトの販売も行われ、たくさんの
方が買い求めていました。今年は気候条件に恵まれたおかげで順
調に育っており、山ブドウ約２５０本からは約６００キロの収穫
が見込まれるそうです。
ぶどう踏みを楽しむ親子連れ

刈り取りを行う参加者

川邊捺未さん（才川１区）受賞おめでとうございます
９月４日（金）第３５回富山県青少年美術展において、才川１区の川邊捺未さんが、絵画、書の２
部門で入選されました。絵画、彫刻、工芸、デザイン、書、写真の６部門に１２６５点が寄せられたう
ちの入選となりました。栄えある受賞おめでとうございます。

地域活性化プロジェクトが行われました
小院瀬見のＣａｓａは富山国際大学現代社会学部の学生と協
力し、才川１区の築１５０年の古民家をワインバーに改修するプ
ロジェクトをスタートさせました。９月５日（土）現地で検討会
を開催し、学生が発表した案を基に内装デザインを決めました。
バーでは、福光地域で生産されたワインや無農薬野菜を使った郷
土料理を提供する予定だそうです。年内のオープンを目指してい
るそうです。

熱心に勉強会を行う学生の皆さん

秋 のクマに注 意！
秋季は、冬眠を目前にしたクマが食べ物を求めて１年の中で最も活発に行動します。
今年は餌となるブナやミズナラ、コナラが不作となっています。餌を求めて人里に出没す
る恐れがありますので、気をつけてください。
◆クマを目撃した場合やクマの痕跡を見つけた場合は直ちに
南砺市役所林政課（２３—２０１７）に連絡してください

市営バス立野脇線の時刻表・バス停の変更があります
１０月１日より、南砺市営バス（なんバス）立野脇線のバス停位置、運行時刻表の変更があります。
①「ＪＲ高儀駅南」バス停が「ＪＲ高儀駅」バス停と改称され、位置が変更されます。
②下記の便がスクールバスとして福光南部小学校、福光中学校を経由します。
※小中学校にバス停の設置はされません。
【立野脇方面】 ３便→福光南部小学校経由、４便→福光中学校経由、
【福野・高儀方面】 １便→福光南部小学校、福光中学校経由
③下記の便に時刻表の変更があります。
【立野脇方面】 ４便→現行時刻表よりすべてのバス停で５分早くなります。
【福野・高儀方面】 １便→ＪＲ高儀駅着が５分遅くなります。
（他のバス停時刻の変更はありません。）
☆詳細は南砺市のホームページでご確認ください。

西太美の人

西太美老人クラブ会長

「 西 川

茂 久 さん 」

―現在の家族構成、経歴などを教えてください
家族は妻、別棟に長男夫婦、孫２人で６人家族です。砺波市に住む
長女が孫２人と毎週来てくれます。現在、西川不動産の仕事をしてい
ます。

―若い頃の思い出を語ってください
波乱万丈の人生を送っていると言われることもありますが、自分で
は何事も真剣に向き合ってきたと確信しております。北海道、千葉、
東京、名古屋、大阪等仕事で転勤し、いろんな人との出会いがありま
した。私を理解し支援してくださった事に感謝の念にたえません。

―趣味や日課などはありますか
先祖や父が残してくれた庭の管理をしています。特にシャクナゲを大事にしています。また将棋
や囲碁のチャンネルが好きで、特に藤井聡太将棋聖をよく見ます。

―お住いの地区ついての感想
西太美地区は自然と人の心が素晴らしく豊かであり、医王山や小矢部川の天地の恵みや秘められ
た歴史のロマンがあります。これからも郷土を大切にし地区の皆様方と共に未来に向けて発展させ
たいと思います。

―西太美老人クラブについて
コロナ禍の真っ最中に大役を受け、今までにない老人クラブ活動を強いられています。会員の総
意はどうなのか、役員の皆さんと密に相談しながら楽しい老人クラブにしていきたいと思います。
最後になりますが、７月２２日に移住支援で「なんとおせっ会移住応援団」が設立されました。
市内の不動産業者と協力して空き家などの物件案内に加え、仕事の紹介や地元住民との交流の場を
作ります。コロナ後の地方移住の展望として､西太美に移住したいという希望者が増えています。皆
様何かいい知恵がありませんか？

国勢調査にご協力をお願いします―日本に住む全ての人と世帯が対象です
国勢調査は５年に１度実施される日本で最も重要な統計調査です。調査結果は、生活環境の改善や防災計
画など、様々な施策に役立てられます。調査員が各世帯を訪問し、調査書類を配布します。
世帯からの調査票の提出は、インターネット回答、郵送、調査員への提出のいずれかで行います。
・インターネット回答期間

：

９月１４日（月）～１０月７日（水）

・調査票（紙）の回答期間

：

１０月１日（木）～１０月７日（水）

☆詳細は国、南砺市のホームページでご確認ください。

地域づくり協議会からのお知らせ

明神用水路の断水が行われます
と き

１０月１日（木）～１0 月３０日（金）

断水理由

才川七地内用水路修繕工事のため

区間

野地取水門～岩木終点

期間中は火の用心などに十分注意してください

市役所による過疎地域振興に関する意見交換会が開催されます
と き

10 月 27 日（日）１８時～１９時

ところ

西太美交流センター

内容

南砺市役所と、地域の現状及び課題についての意見交換

地域課題を提案し、解決をめざすためにより多くの方の参加をお待ちしています

ホイルローダー(小型車両系建設機械)の講習会を行います
と き 11 月 28 日（土）9 時～18 時頃 29 日（日）8 時 30 分～16 時頃（2 日間の受講です）
ｋｏｇａｔａのしゃ講習会を行います
ところ

西太美交流センター

定員 １２名 （先着順）

受講料 １６，０００円

お申込み、お問合せは 西太美交流センター（TEL 55-1126）へ

【令和２年１０・１１月の行事・交流センター利用予定】
10 月

1 日 (木） 貯筋運動教室（以降毎週木曜日）
福祉の里サロン（以降毎週木曜日）
2 日 (金） 新田はちろうミニ集会
4 日 (日） シルバーの日地域清掃活動
5 日 (月） ３B 体操教室（以降毎週月曜日）
7 日 (水） ペタンクサークル（以降毎週水曜日）
第３回そくさい会

交流センター・ホール

9:30～11:30

交流センター・図書室

19:00～19:30

交流センター・ホール

6:30～7:30
19:50～21:00
9:30～12:00

交流センター・グラウンド
交流センター・ホール
交流センター・グラウンド

13:30～16:00

交流センター・ホール

8 日 (木） 移動図書入替

午前中

交流センター・図書室

9 日 (金） 石楠花の会「認知症予防･回想法」

13:30～16:00

交流センター・和室

19:30～21:00

交流センター・ホール

よさこいサークル
11 日 (日） 福光南部小学校 50 周年式典

11 月

10:00～11:00

9:00～

福光南部小学校

14 日 (水） 民謡サークル

19:30～21:00

交流センター・図書室

15 日 (木） タブレットかふぇ

13:30～16:00

交流センター・事務室

23 日 (金） よさこいサークル

19:30～21:00

交流センター・ホール

25 日 (日） グラウンド草刈り

6:00～7:00

交流センター・グラウンド

27 日 (火） 地域づくり協議会役員会

18:00～21:00

交流センター・ホール

28 日 (水） 民謡サークル

19:30～21:00

交流センター・図書室

29 日 (木） 交流センターまつり準備会

19:30～21:00

交流センター・全館

30 日 (金） よさこいサークル

19:30～21:00

交流センター・ホール

1 日 (日） 第３５回交流センターまつり

12:00～15:00

交流センター・全館

5 日 (木） 貯筋運動教室（以降毎週木曜日）

10:00～11:00

交流センター・ホール

9:30～16:00

交流センター・ホール

11 日 (水） 第４回そくさい会
12 日 (木） 移動図書入替

午前中

交流センター・図書室

19 日 (木） 高砂大学「上方落語」

14:00～16:00

交流センター・ホール

20 日 (金） 石楠花の会「おはぎ作り」

13:30～16:00

交流センター・和室

