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新年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。昨年は西太美地域づくり協議会の活動に対しご理解とご協力を賜り誠にありがとうございます。
昨年の春から突然新型コロナウイルスが発生し、わが国を初め世界各国では爆発的な感染により大変な事態
となっております。国内においては第３波にまで発展しており、全く終息が見えない状況であります。このコ
ロナ禍の中において、地域づくり協議会活動は多くの行事が休止し心苦しい時期がありました。最近ようやく
３密を守って活動ができるようになりましたが、この一年間十分な活動が出来なかったことを心からお詫びを
申し上げたいと思います。その中でも西太美敬老会においては３密が避けられず開催できませんでしたが、過
去にない対象者全員にお祝いと市長のメッセージをお届け致しました。皆さんからは大変喜んで頂きました。
また南砺の山々のどんぐり等の凶作により、クマの出没が例年になく多く発生しました。当地域においても目
撃、痕跡など毎日のように警戒警報が出され、西太美消防団からは消防車を出動し警戒巡回を頂きました。ま
た地域づくり協議会役員会においても「柿の実を早期に収穫してほしい」と緊急特報を配布し住民に協力を要
請致しました。また一方、猛暑が予想される中、高齢者を初め利用者の健康を懸念し、ホールに待望のエアコ
ンを設置することが出来ました。熱中症にならないようコロナ対策も含め、安心して活動できるよう願ってお
ります。
昨年の市議会議員選挙では、南部校区の地域づくり協議会で榊祐人さんを支援する事に決定いたしました。
１１月１５日皆様のご支援により無投票当選されました。今後は西太美地域の代弁者として榊議員のご協力を
いただくことになりました。榊議員は「行政への意見・要望等何でも相談ください」と申しておられますので
宜しくお願いいたします。昨年も西太美に多くの移住者を迎えました。小院瀬見に堀宗夫さん、才川１区に梶
取さん、広谷にフィリップスさんの３所帯が移住され大変うれしく思っております。心から感謝と歓迎を申し
上げたいと思います。
迎えます令和３年は、新型コロナウイルスが早く終息し経済活動が回復するよう願うと共に、地域づくり協
議会の各部会活動がさらに躍進するような年でありたいと思います 南砺市では過疎化地域自立促進計画の策
定にあたり、西太美でも意見交換会が開催されました。小中学生のバス通学、託児所や子供の遊び場、イノシ
シ・クマ対策、空き家対策、将来の農業と後継者問題、人口減少、少子化、高齢化と買い物対策など、近い将
来及び今必要なことを要望いたしました。市では過疎地域の優遇処置をとりながら、意見を反映するとの事で
あり期待をしております。今年も皆様の力を結集して「地域住民が安心・安全で幸せな地域づくり」をめざし
て行きたいと存じます。皆様のご支援ご協力を頂きますようお願い申し上げます。年頭にあたりご家族皆様方
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いただきます。

「新年のごあいさつ」

南砺市議会議長

榊

祐人

西太美地域の皆さま、新年おめでとうございます。皆さま方には、ご家族お揃いで清々しい新春をお迎えの
ことと心よりお慶び申し上げます。昨年は、皆さま方の深いご理解と温かいご支援により、４期目の当選を果
たすことができました。また、議長と言う大役を仰せつかることになりました。大変、光栄に存じるとともに、
その職責の重さに身の引き締まる思いをしておりますが、皆さまの負託に応えられるよう、市の発展と住民福
祉の向上に誠心誠意努めてまいりたいと考えております。当市では、以前から少子高齢化が大きな課題であり
ました。年間７００人程度の人口減少が続き、市の人口は５万人を割り込んでしまいました。また、年間に産
まれる子どもは、２５０人を下回りそうな状況であります。その様な状況に加え、新型コロナウイルスの感染
拡大に歯止めが掛からず、市内経済の衰退傾向を如何に回復させるかが課題として重く圧し掛かっております。
少子高齢化やコロナ禍だけでなく多くの課題がありますが、住民福祉の向上に向け、二元代表制の一翼を担
う議会として、その職責を果たせるよう議会人として努力してまいる所存であります。折しも、当議会は通年
議会に移行し、その時々の課題に即応できる体制を整えました。事業評価を通じた決算審査や、その結果を踏
まえた予算審査を行うこととしておりますが、議会改革はまだまだ途上だと考えております。更なる議会改革
を進めながら、子や孫の世代にツケを回さず、如何に素晴らしい「南砺市」を残していけるかを突き詰めなが
ら、職責を全うしてまいりたいと考えております。改めて、皆さまのご理解とご支援を賜りますようお願いす
るとともに、併せて皆さまのご健勝とご多幸を心よりご祈念申し上げ、年頭のご挨拶といたします。

１１月２８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。当日は冷たい雨模
様の天候でしたが、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。

小型ホイルローダー運転講習
１１月２８日（土）
、２９日（日）の２日間にわたり、西太美交流セン
ターで小型ホイルローダー講習会を実施しました。才川地内から１０名の
受講者がありました。コマツ教習所㈱粟津センタの教官に出向いただき、
１日目に学科、２日目に実技の講習を受け、
「小型車両系建設機械（整地
等）の運転」の特別教育終了証を全員が取得されました。今後は安全な作
業と運行を心掛け、地区内の除雪などにご活躍いただきたいと思います。

講師の説明を真剣に聞く受講者ら

第５回そくさい会 ～フラワーアレンジメントを楽しむ
１２月９日（水）第５回そくさい会にてフラワーアレンジメント製
作を行いました。香城寺在住の長谷川由香里さんを講師に、お正月飾
りを教わりました。初めにお正月飾りに使われる縁起物の由来などを
説明され、続いて製作に取り掛かりました。参加者は松や菊、南天な
どを思い思いに飾り付けながら形作り、他の参加者と見せ合いながら
盛り上がっておられた様子でした。その後、お茶菓子などを囲みなが
ら談笑され、最後に西太美交流センターまつりのＤＶＤを鑑賞されゆ
っくりとした半日を過ごしていただきました。

どのように配置すると素敵かしら♪

ます寿司作り体験教室を開催しました
１２月１３日（日）西太美交流センターにて、小学生親子を対象に
ます寿司作り教室を開催しました。
「ます寿司専門店 平ら寿司本舗」
の方を講師に、初めにます寿司のミニ歴史を教わりました。パネルを
使ってのわかりやすい説明に参加者は熱心に頷いていました。体験で
は笹の葉の置き方やご飯の詰め方、マスの切り方など難しいと思われ
る部分もありましたが、皆さん熱心に楽しそうに行っておられまし
た。最後に出来上がったます寿司を丁寧に包装すると、まるでお店で
売られているかのようでした。

講師の包丁捌きを熱心に見つめる

栄えある受賞おめでとうございます
☆ 高田

宏さん（才川３区）

１１月１２日（木）じょうはな座で行われた令和２年度南砺市社会福祉功労者表彰式にて、南砺市
社会福祉協議会会長表彰を授与されました。多年にわたり民生委員・児童委員として地域福祉の向上
に貢献されたと功績が認められて表彰されました。

☆ 吉田

美穂子さん（才川２区）

１１月２５日（水）南砺市役所で行われた令和２年度統計功労者表彰式にて、経済産業省感謝状
を授与されました。統計調査業務に長年にわたりご尽力された労苦と輝かしい功績が認められて表彰
されました。

西太美の人

小 二 又 区 長

「 橋 本

清 弘 さん 」

―現在の家族構成、経歴などを教えて下さい
現在の家族構成は、自分と妻と母親の３人で暮らしております。娘
は現在大学生で、県外に在住しています。

―若い頃の思い出などを教えてください
高校生の時は、柔道部に入り頑張っていました。人よりもちょっと
でも強くなりたかったので、朝早くから学校へ行ってウエイトトレー
ニングなどに励んでいました。青春の懐かしい思い出です。

―趣味や日課などを教えて下さい
休日は、農作業を自分なりに楽しみながら頑張っています。

山ぶどうワインができあがりました
農事組合法人医王の恵みは、耕作放棄地に植えられた山ブドウから
作られたワイン「ＡＴＴＡＲＡＭＯＮＮＩ（あったらもんに）」を福井
県のワイナリーに醸造を依頼し約１７００本完成させました。ワインは
今年で３年目になりますが、これまでで最高の出来だそうです。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ので、味わってみら
れたらいかがでしょうか。

ATTARAMONNI（あったらもんに）

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９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。

南砺市福光地域成人式は延期となります
１月１０日（日）に予定されていました南砺市福光地域成人式は、新型コロナウイルス感染症対策のた

。 め、下記の日程に延期となりました。
と き

3 月１４日（日）午前１０時００分～１２時００分

ところ

福光中央会館 ５階大ホール

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００分
ところ 西太美交流センター

参加費 ５００円

講師 嶋田 壮志先生（福光スポーツクラブ）

先着２５名
先

※初回は１月１４日です

【令和３年１・２月の行事・交流センター利用予定】
１月

4 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

6 日 (木） 福祉の里サロン（以降毎週木曜日）

9:30～11:30

交流センター・図書室

9 日 (土） 出初式

9:00～

福野体育館

消防団初放水

14:00～

西太美分団屯所前

消防団西太美分団総会

15:00～（予定）

西太美分団屯所

福光中学校ＰＴＡ打合せ

19:30～21:00

交流センター・ホール

13 日 (水） 民謡サークル

19:30～21:00

交流センター・図書室

14 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

移動図書入替

午前中

交流センター・図書室

タブレットかふぇ

13:30～16:00

交流センター・事務室

15 日 (金） 石楠花の会「新年会」

11:00～16:00

交流センター・和室

17 日 (日） 才川３区総会

14:00～15:00

交流センター・ホール

20 日 (水） 地域づくり協議会幹部会

19:00～21:00

交流センター・図書室

21 日 (木)

育成会打合せ

19:30～21:00

交流センター・和室

26 日 (火)

手芸の会

9:30～14:00

交流センター・図書室

27 日 (水） 民謡サークル

19:30～21:00

交流センター・図書室

28 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

10:00～11:00

交流センター・ホール

12 日 (金） 移動図書入替

午前中

交流センター・図書室

19 日 (金） 石楠花の会「お茶会」

11:00～16:00

交流センター・和室

25 日 (木） 老人クラブ監査会

14:00～15:00

交流センター・和室

老人クラブ役員会

29 日 (金） 地域づくり協議会役員会
2月

4 日 (木） 貯筋運動教室（以降毎週木曜日）

