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西太美だより

西太美地域づくり協議会
〒939-1681
富山県南砺市才川七 1744-3

◆ 西太美地区現在の姿（12 月末現在）◆
人

口

世帯数

西太美交流センター内

766 人（男:354 女:412）

TEL･FAX

255 世帯

e-mail

0763-55-1126
nishifutomi.kmn@gmail.com

医王山を仰ぎ見る

近年は暖冬が続いていましたが、１月９日（土）強い冬型の気圧配置の影響で富山県内は記録的な大雪に
見舞われました。富山市中心部の積雪は１２６センチとなり「五九豪雪」の１９８４年に記録した１２２セ
ンチを上回りました。西太美地域内でも、予定されていた消防団西太美分団の初放水や各地区の左義長など
が中止になりました。大雪が収まった後も雪の降る日が多く、あちらこちらで除雪に励む姿が見られました。
一方、晴れ間には雪に輝く医王山の神々しい姿を拝むことができ、あらためて自然の雄大さを感じさせら
れます。

１月９日（土）南砺市消防出初式が福野体育館周辺にて行われました。
大雪のため規模が縮小され、班長以上の消防団員約３３０名、レディ分団な
どが参加しました。また分列行進も中止され閲団と初放水が行われました。
続いてヘリオスで行われた式典では、多年にわたって消防活動に精励し功績
のあった団員や家族への表彰や感謝状の贈呈が行われました。
式典にて表彰された方は以下のとおりです。（敬称略）
永年勤続表彰（５年以上）

長 康広

退団者感謝状（１０年以上） 桃野 弘毅

山下 祐一
山田

吉田 将人

知寿
雪の中勇ましく更新する各分団

南砺市長へ要望書を提出しました
１２月１７日（木）子育て支援部会は、「通学バスに関する
要望書」を南砺市長に提出しました。小中学校への通学に長年、
安全面への心配や不便を感じている西太美地域の児童や生徒、
保護者の意見を取りまとめたもので、田中市長には中村地域づ
くり協議会長や保護者代表の桃野純子さんからの説明を真剣に
聞いていただきました。その結果、令和３年１月から中学校の

市長に要望書を手渡す会長と桃野さん

通学にバスの無料定期が配布されるなど改善され、以前より安
全に登下校できるようになりました。

地域の安全を守っています
１２月２５日（金）西太美防犯組合は青パトで地区内の農
産物などの盗難防止パトロール、防犯灯のチェックを行いまし
た。地域の安全を守るため、防犯組合は鍵かけの点検・啓発な
ど年４回のパトロール活動を行っています。

皆さまお疲れ様です

また西太美更生保護女性会は、１２名の会員が「見守り隊」
として児童の登下校時の見守りやつきそいなどを行って
います。盗難事件や不審者情報が多発する昨今ですが、
住民の皆さんが安全にまた安心して暮らすことができる
ように活動を続けていきたいと思います。

会議用大型モニターが設置されました
交流センターに、南砺市のオンライン会議環境整備事業で、会議用大
型モニター、ＷＥＢカメラ、スピーカーが設置されました。国の新型コ
ロナウイルス感染症対策のための交付金を活用したものです。
会合や行事などで使われる場合は、事務室までお申込みください。

屋根雪除雪の費用を支援します
―市の除雪支援サービスをご利用ください―
【対 象 者】 南砺市にお住まいの今年度の住民税所得割非課税世帯のうち、
６５歳以上のみ世帯もしくは一人暮らしの重度身体障がい者の方
【対象作業】 屋根雪下ろし（下した雪の除雪も含む）
※詳しくは市役所地域包括ケア課 長寿介護係（☎２３-２０３４）までお問合せください

令和 3 年度各地区区長さんです よろしくお願いします
才川１区

堀 和有（新）

野

地

七山 幸治（新）

才川２区

桜井 善喜

小院瀬見

水口 登洋治

才川３区

堀 正男（新）

広

桃野 雅彦

才川４区

川原 義昭

香 城 寺

山田 義治（新）

小 二 又

橋本 清弘

糸 谷 新

谷内 秀二（新）

谷

（敬称略）

西太美の人
たけがわ

ＪＡ福光西太美地区センター長

「 竹川

ひではる

英晴 さん 」

令和２年４月よりＪＡ福光西太美地区センターを担当しています、
竹川英晴と申します。西太美地区の皆様には日頃より福光農協及び地区
センターの事業にご理解とご利用たまわり誠にありがとうございます。
まずは担当して、西太美地区の方は初対面にも関わらずたいへんやさしく
接していただき、あったかい地区だなあと感じました。また、福光におり
ながらこんな素敵な所があるのかと初めて見た風景に出会いました。

さて、西太美地区センターの職員は、私と金融・共済担当の能崎職員の
２名体制となっております。普段は駅前にある農協中央会館２階の総合地
区センターにて業務を行っております。そこから組合員宅への訪問活動をしておりますのでご用命の
際はご遠慮なくご連絡いただければお伺い致します。また、近くへお出かけの折りはぜひお立ち寄り
いただければ幸いです。
尚、西太美地区センターの建物ではこれまで同様に各種会議を行っております。また、生産組合、
購買関係等の申込書類等も引き続きポストへの投函をご利用お願いします。
私事ですが、住まいは山田地区です。四季折々の医王山の雄大な姿が家から丸ごと見えて、冬にな
るとＩＯＸアローザのナイターがとてもきれいです。

家族は妻、子２人、母の５人です。趣味とは言えませんが毎年
元旦にマラソンを走っています。今年こそ走り続けるぞと誓っ
て出場するのですが、後が続かずに１年が過ぎてしまいます。
終わりに、西太美地区の皆様のお顔を早く覚えて、お役に立て
るよう頑張りますのでこれからもよろしくお願い致します。

ＪＡ西太美地区センター

地域づくり協議会からのおしらせ

西太美交流センターの開館時間について
新型コロナ感染症対策として富山県が「ステージ２」の移行に伴い、交流センターの利用時間を
1 月 16 日（土）から当面の間、午後７時までの利用とさせていただきます。
ご利用を予定されていた皆様にはご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。

タブレットかふぇを開催します
と き ２月１８日（木） １３時３０分～１６時００分
ところ 西太美交流センター

参加費 無料

講師 松本 八治先生（香城寺）
タブレット、スマホ、パソコンについてわからないことを質問できます。
どなたでもお気軽においでください。
【令和３年２・３月の行事・交流センター利用予定】
2月

2 日 (火） ３Ｂ体操

16:00～17:00

交流センター・ホール

19:00～20:00

西太美神社・社務所

3 日 (水） ペタンクサークル（以降毎週水曜日）

9:30～11:30

交流センター・ホール

4 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

10:00～11:00

交流センター・ホール

7 日 (日） 地域づくり協議会役員会

13:30～16:00

交流センター・ホール

9 日 (火） ３Ｂ体操

16:00～17:00

交流センター・ホール

10 日 (水） 移動図書入替

午前中

交流センター・図書室

18 日 (木） タブレットかふぇ

13:30～16:00

交流センター・和室

19 日 (金） 石楠花の会「お茶会」

13:30～16:00

交流センター・和室

22 日 (月)

13:30～15:00

交流センター・和室

14:00～15:00

交流センター・和室

9:30～12:00

交流センター・和室

農業共済推進会議

貯筋運動教室（以降毎週木曜日）

地域づくり協議会幹部会

25 日 (木） 老人クラブ監査会
28 日 (日） 子供会総会
3月

4 日 (木） 高砂大学「野菜の上手な作り方、閉校式」

14:00:～16:00

交流センター・ホール

タブレットかふぇ

13:30～16:00

交流センター・和室

第 4 回老人クラブ役員会

14:00～16:00

交流センター・ホール

11 日 (木） 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「反省会」

13:30～15:00

交流センター・和室

20 日 (土） 老人クラブ総会

10:00～12:00

交流センター・和室

8 日 (月)

☆交流センター調理室にお忘れ物はありませんか？
３月末に調理室の整理を行います。冷蔵庫や食器棚に残っている食品や調味料などは衛生上
の関係もあり、処分させていただきますので、お心当たりのある方はお引き取りをお願いします。

