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あけましておめでとうございます。皆々様にはご家族お揃いで新年をお迎えのことと心よりお慶び申し上げます。
昨年は西太美の地域づくりにご理解とご協力を頂き誠にありがとうございます。新天皇が即位され、平成から令和へ
と新時代に変わりました。また西太美自治振興会から小規模多機能自治の移行により、西太美地域づくり協議会とし
て発足致しました。日本列島では台風１９号などによる集中豪雨により未曾有の災害の多い年でもありました。西太
美地内においても度々土砂災害の注意報の発令、台風による避難場所を設置するなど異常気象の年でありましたが、
幸い大きな被害もなく大変良かったと思っております。地域づくり協議会では皆さんの力の結集の基で、地域の安
全・安心、少子化活動、高齢者支援活動、健康・福祉活動、学習スポーツ活動、そして地区活動など推進して参りま
した。一方少子化による人口の減少、高齢化社会による次世代への影響を懸念致しているところでございます。おか
げさまで今年も愛知県から東山浩司さんご家族３人が才川七に移住されました。昨年に続く大変ありがたいことでご
ざいます。迎えます 2020 年(令和２年)は、東京オリンピック開催の年であります。南砺市では庁舎統合により福光
庁舎へ各部の移転が始まります。2020 年１月には市民協働部、４月にはふるさと整備部、５月に市長政策部、６月
に各部が移転し、７月に庁舎統合として一斉に業務スタートとなります。南部小学校では創校５０周年を迎える年で
あります。記念式典開催にあたり皆さんのご協力をお願いいたします。地域づくり協議会は２年目を迎えます。少子
化・高齢化が進む中で地域住民一人一人が活動に参加頂き、安全・安心、そして健康で豊かな地域づくりを目指して
進めて参りたいと思います。今年もみんなで「安全・安心な生活を送ることができる地域づくり」を目指して参りま
す。念頭にあたり皆々様のご健康とご多幸をお祈り申し上げ、新年のご挨拶とさせて頂きます。

「新年のごあいさつ」

南砺市議会議員
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西太美地域づくり協議会の皆様方、新年明けましておめでとうございます。昨年も西太美地域づくり協議会の皆
様のご理解とご協力を頂きました事、心よりに感謝申し上げます。昨年は小規模多機能自治が４月より一斉にスタ
ートいたしました。名称も西太美地域づくり協議会と改称し新しい地域自治が始まったところであります。自分た
ちの地域は自分たちで守り育てて行く事を念頭に西太美地区ならではの活動を繰り広げられており、南砺市内の各
地域づくり協議会からも西太美地区の活動に賞賛される言葉を頂いております。今年もこの活動がさらに発展する
ことを願っております。また、５月には新元号「令和」となり新しい時代が始まり、そして新天皇の御即位と日本
は一歩また一歩と前進していることを体感しているところであります。そして令和２年、２月にとやま・なんと国
体 2020 冬季国体が南砺市たいらスキー場を舞台に繰り広げられます。２０年ぶりの国体ということで機運も盛り上
がり、私も県スキー連盟の理事として成功の一躍を担いたいと考えております。是非とも皆様のご声援お願い申し
上げます。また南砺市政としては、新南砺市病院改革プランの最終年度を向かえ、自治体公立病院の逆風を吹き飛
ばし、地域に根ざし強い経営を目指した公立病院をさらに強固なものとして推進していきます。また公共施設再編
計画の推進を進める中においても、公共施設利用料金は市民の皆さんに負担がかからないよう議会としても行政に
働きかけてまいります。そして議会最大の懸案でありました議員定数も２名減の１８名と改定することが決定いた
しました。私は南砺市改革には議員自らも改革しなくてはならないという観点からこの議員定数削減に賛成いたし
ました。これからは議員一人ひとりの質の高い議会運営及び議員活動と持続可能な南砺市を目指し積極的な改革を
進めるべく努力精進してまいりますのでご支持ご支援お願い申し上げます。最後になりますが、令和２年が明るく
健やかで夢や希望があふれる実りある年になるとともに、西太美地域づくり協議会の皆様方のご健康とご多幸を心
よりご祈念申し上げまして念頭のご挨拶とさせて頂きます。

１１月２３日（祝）イオックスアローザスキー場にて「第２９回雪恋まつり 2019」が開催されました。医
王神社にて才川七獅子舞保存会による獅子舞奉納の後、伝統行事「雪曳き」が行われました。西山木遣り保存
会による音頭やあおぞら保育園児の「よーいしょ！」という掛け声で杉の大木が動くと大勢の観客から声援が
上がりました。会場では各地区からの特産物や業者の出店、保育園児などによるステージ発表、ゴンドラ運行
などが行われました。天気に恵まれ大勢の人出で賑わっていた様子でした。
伝統行事「雪曳き」

獅子舞奉納
スキー場が賑わいますように！

地区のお店も大盛況

ＩＯＸアローザのキャラクター「イオッティ」

１１月３０日（土）
、地域おこし支援隊が今年度最後の活動とし
て、小院瀬見地区にて江浚い・道路清掃を行いました。約２時間、
道路内の落ち葉や用水内にたまっている土砂やゴミを取り除いた
後は融雪用の水路もきれいになりました。これで安心して冬を迎え
ることができます。１年間にわたり作業をしていただいた皆さん、
ありがとうございました。

山ぶどうワインができあがりました
西太美地域協議会は山ぶどうワイン「ＡＴＴＡＲＡＭＯＮＮＩ（あったらも
んに）
」を作りました。耕作放棄地に植えられた山ブドウから今年は約６００㎏
の収穫があり、福井県のワイナリーに醸造を依頼し７５０ml 入りワインが約１
６００本出来上がりました。昨年より酸味が少なくおいしいワインになったよ
うです。出来上がったワインは濃厚な紫色でポリフェノールがたっぷり、山の
恵みが詰まっています。ＪＡうまい蔵、嶋や酒店、福光道の駅で販売を行って
います。

ATTARAMONNI（あったらもんに）

初めまして、こんにちは。才川七（４区）に引っ越してきた東
山です。今は、桜が池にある 「かずら」 でゲストハウスという素
泊まり宿の管理人をしています。南砺市に来る前は名古屋で食品と
雑貨の「亀家」という店とお宿を夫婦でやっていました。今は出会
う人や出会うものが新鮮で、南砺のくらしを家族で楽しんでいま
す。これから冬の厳しさなど色々苦労していく部分もあるのだろう
なぁと心配もありますが、季節はめぐるもの。その時々の感覚を家
族と共に感じながらやっていけたらと思います。願わくば、それを
地域の皆様と素敵な関係を結びながらやっていけたら幸いです。こ

東山浩二さん、真矢さん、稟ちゃんご家族

れからよろしくお願い致します。

みんなで楽しんだクリスマス会
１２月１５日（日）子供会は、今年度最後の行事になるクリスマ
ス会を行いました。まず、ゲームをして遊びました。シンプルなゲ
ームではありましたが、勝者には賞品が当たるとあってとても盛り
上がりました。ゲームで盛り上がった後はみんなでおいしいケーキ
を食べてお待ちかねのプレゼント交換。どんなプレゼントが当たる
のかとビンゴをする子供たちのキラキラした真剣な目がとても印象

ゲーム、どれが長いかな

的でした。今年度も役員や保護者の皆さんの協力のもと、地区や交
流センターの方々に支えて頂き、夏休み勉強会や交流センターまつ
り、わくわくツアーなど子ども達との楽しい思い出をたくさん作る
ことができありがとうございました。 （西太美子供会 山下 静香）

ＩＯＸアローザスキー場オープン
１２月２０日（金）イオックスアローザスキー場にてスキー場開
きが行われました。医王神社にて安全祈願祭の後ゲレンデ前でテー
プカットが行われました。今年度はＷｉｆｉの拡充やスキースクー
ルの充実などで利用客増を図っているそうです。残念ながら当日ゲ
レンデには雪がない状態でしたが、関係者はこれからの積雪とスキ
ー場の賑わいを期待しておられました。

＜お知らせ＞
１２月３１日（火）22 時より才川七の宗善寺にて除夜の鐘撞きを行います。
今年からは蕎麦に代わり、温かいお汁粉を提供いたしますので、ご家族やご近所お誘
いあわせの上、お越しください。

地域づくり協議会からのおしらせ

消防団初放水が行われます
と き １月４日（土）

午後 2 時００分～

ところ 西太美分団屯所横（交流センターグラウンド）

。

消防団員による威勢のいい放水が行われます。皆さん見学に行きましょう。

第３期 貯筋運動教室を開催します
と き 1・2 月（毎週木曜日）午前１０時００分～１１時寺００分
ところ 西太美交流センター

参加費 1,000 円

先着２５名

講師 嶋田 壮志先生（福光スポーツクラブ）
初回は１月９日です。詳細はチラシをご覧ください。

そば打ち体験教室を開催します
と き １月 19 日（日）

午前９時００分～１２時００分

ところ 西太美交流センター

参加費 1,000 円

講師 川辺 弘先生（才川２区）

試食のみは 500 円

定員 １５名

出来上がった後は昼食を兼ねた試食会を行います。
【令和２年１・２月の行事・交流センター利用予定】
1月

4 日 (土)

出初式

井波地区内

消防団初放水

14:00～

交流センター・グラウンド

消防団西太美分団総会、直会

17:30～

屯所、ＩＯＸヴァルト

6 日 (月） ３B 体操教室（以降毎週月曜日）

19:50～21:00

交流センター・ホール

8 日 (水） 民謡サークル

19:30～21:00

交流センター・図書室

9 日 (木） 貯筋運動教室（以降１・２月毎週木曜日）

10:00～11:00

交流センター・ホール

午前中

交流センター・図書室

移動図書入替
福祉の里サロン（以降毎週木曜日）
子供会総会

9:30～11:30

交流センター・図書室

19:00～21:00

交流センター・和室

12 日 (日） 南砺市成人式

10:00～12:00

福光中央会館

14 日 (火） 地域協議会役員会

18:00～21:00

交流センター・和室

16 日 (木)

高砂大学「法話」

14:00～16:00

交流センター・和室

タブレットかふぇ

13:30～16:00

交流センター・事務室

11:00～16:00

交流センター・和室

17 日 (金） 石楠花の会「新年会」
19 日 (日） そば打ち体験教室

9:00～12:00

交流センター・ホール和室

21 日 (火） 手芸の会

9:30～

交流センター・図書室

22 日 (水） 民謡サークル

19:30～21:00

交流センター・図書室

24 日 (金） 地域づくり協議会幹部会

19:00～21:00

交流センター・図書室

30 日 (木)

14:00～16:00

交流センター・和室

19:00～21:00

交流センター・ホール

老人クラブ役員会

31 日 (金） 地域づくり協議会役員会
２月

9:30～12:00

5 日 (水） ペタンクサークル（以降毎週水曜日）

9:30～12:00

交流センター・グラウンド

21 日 (金） 石楠花の会「お茶会」

13:30～16:00

交流センター・和室

23 日 (日） 吉下・中才川報恩講

18:00～

交流センター・和室

