
 

 

第 252 号(令和 3 年 5 月 1 日)発行 

西太美地域づくり協議会 

〒939-1681  

富山県南砺市才川七 1744-3 

  西太美交流センター内 

TEL･FAX  0763-55-1126 

e-mail  nishifutomi.kmn@gmail.com 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  ４月６日（火）は福光南部あおぞら保育園の入園式、４月７日（水）は午前中に福光中学校の入学式、

午後からは福光南部小学校の入学式が行われました。今年度も新型コロナウイルス感染症対策として、入園

児、入学生、保護者、教職員のみの出席でした。今年度の新園児、新入生は以下のとおりです。 

 

 

 

 

 ご入園、ご入学おめでとうございます 

◆ 西太美地区現在の姿（4 月末現在）◆ 

人  口  759 人（男:347 女:412） 

世帯数  254 世帯 

４月１８日（日）西太美地域づくり協議会の令和２年度総会

が行われました。開会にあたり中村地域づくり協議会長より「昨

年度は世界中で新型コロナウイルスの感染があった。当地域づ

くり協議会でも３密を避けるため主な行事を中止させていただ

いたが、ワクチン接種などでより早く終息し、地域内でも様々

な活動ができるようになることを願うものである」と挨拶があ

り、続いて来賓の榊南砺市議会議長より挨拶をいただき議事に

入りました。 

第１号議案「令和２年度事業報告及び収支決算報告」が行われ、賛成多数で承認されました。 

第２号議案「令和３年度事業計画及び収支予算案」が提案され、賛成多数で承認されました。 

第３号議案「役員の改選案」が提案され、新会長に柴健壽氏（才川１区）、副会長に吉野肇氏（広谷）、 

山下透氏（才川３区）が選任されました。 

 

西太美だより  

 

 

福光南部あおぞら保育園 入園児１１名（西太美地区は２名） 

福光南部小学校     新入生２０名（西太美地区は７名） 

福光中学校        新入生５８名（西太美地区は５名） 

 

福光南部小学校ＨＰより 

 

 

 

福光中学校ＨPより 

 



 

令和２年度 西太美地域づくり協議会決算報告 

令和 2年 4月 1日～令和 3年 3月 31日 

＊収入の部 (単位:円) 

  計 画  実 績  増 減 内    訳 

住民自治交付金     6,950,560     7,044,560 94,000 南砺市 

各種補助金     2,663,400     2,890,368 226,968 

社協活動 137,000、ケアネッ ト 250,000、地域食堂 29,500               

初期消火資材補助 178,000、 安全なまちづくり 30,000、                

道路クリーンアップ事業 51,200、河川草刈り 1,971,135、               

戦没者追悼式助成 13,533、クマ被害対策 230,000 

地域づくり運営費     1,165,000     1,160,000 △ 5,000 5,000円×232世帯 

雑 収 入       765,115       810,769 45,654 事業収入、コピー機利用料、交流センター協力金、預金利息等 

前年度繰越金     1,820,925     1,820,925 0   

計   13,365,000   13,726,622 361,622   

  

＊支出の部 

  計 画  実 績  増 減 摘       要 

子育て支援部会      220,000 30,325 △ 189,675 子ども教室 30,325 

生涯学習部会      847,000      250,333 △ 596,667 
サマーフェスティバル 60,865、交流センターまつり 142,766、            

サークル活動助成 19,000、ホイルローダー講習会 27,702 

社会福祉部会     1,007,411      674,617 △ 332,794 
敬老会 273,366、ケアネット 109,361、支援隊活動 139,896、 

地域食堂 51,994 、そくさい会 50,000、福祉の里西太美 50,000 

地域づくり部会     2,693,000     2,921,413 228,413 

遺跡保全 15,086、花と緑推進 32,075、自主防災 74,355、      

広報活動 101,680、各種団体助成 229,632、河川草刈り 1,971,135、

道路クリーンアップ事業 96,600 公園美化活動 65,850、           

クマ被害対策 335,000 

修繕費・備品費     1,540,000     2,766,262 1,226,262 
和室網戸入替え・障子張替え 51,040、ピアノ調律 44,000、              

ステージ台修理他 7,264、ホールエアコン 2,227,500、ＡEDバッテリ

ー交換、事務機器他 80,058、初期消火資材 356,400 

交流センター管理費      723,254       717,688 △ 5,566 電気、下水道、ガス、電話、灯油、消防設備点検、NHKなど 

管 理 費     2,022,335     1,178,732 △ 843,603 
会議費、研修費、負担金、保険料、諸手当、職員交通費、 

事務用品、交際費等 

人 件 費     3,500,000     3,255,780 △ 244,220 交流センター長、地域指導員、生涯学習・社会福祉リーダー 

予 備 費      812,000   0 △ 812,000   

地区振興基金 0       800,000 800,000 施設の整備・修繕、福祉活動等の係る経費の負担に備えるため 

計   13,365,000    12,595,150 △ 769,850   

収入総額 13,726,622 円 

支出総額 12,595,150 円 

次年度繰越金 1,131,472 円 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４月１１日（日）才川１区、小二又、野地、小院瀬見地区の住民の

皆さんによる今年最初のグラウンドの草刈りが行われました。 

４月１７日（土）は小院瀬見地区からの要請で、水路約５キロにわ

たりたまった土砂や枯れ葉、倒木の除去作業を行いました。地域おこ

し支援隊活動は「地域全体で支えあおう」という趣旨のもと９年目を

迎えました。生活に必要な共同作業を住民だけで行うのが困難な地区

を支援する予定です。支援隊員を随時募集していますのでぜひご協力

ください。 

お申込み、お問い合わせは交流センター（55-1126）まで 

 

清掃活動ありがとうございました 

 

 

柴   健壽 地域づくり協議会会長兼才川七総代  ※新任 

吉野   肇 〃副会長兼地域づくり部会長       ※新任 

山下   透 〃副会長兼安全部会長兼防犯組合会長※新任 

榊   祐人 南砺市議会議長 

堀   和有 才川１区区長        ※新任 

桜井 善喜 才川２区区長、監事         

堀   正男 才川３区区長        ※新任 

川原 義昭 才川４区区長兼交通安全協会支部長         

桃野 雅彦 広谷区長           

山田 義治 香城寺区長         ※新任 

谷内 秀二 糸谷新区長、監事            ※新任 

橋本 清弘 小二又区長          

七山 幸治 野地区長          ※新任 

水口登洋治 小院瀬見区長 

渡辺 和子 民生委員           

山田 英樹 民生委員           

七山 義正 民生委員          

 

 

西川 茂久 元気部会長兼老人クラブ会長 

高田  宏 社会福祉部会長 

山田与志信 生涯学習部会長兼壮年会長 

高田  寧 子育て支援部会長     ※新任 

早川 幸秀 消防分団長 

大島谷 仁 ＪＡ福光西太美地区センター長 ※新任 

小山 良介 顧問 西太美駐在官    ※新任 

中村 三郎 顧問 前会長             ※新任 

冨堂 正人 事務局長兼交流センター長 

吉田美穂子 事務局兼地域指導員 

柴  雅人 地域づくり支援員 

中川  満    〃 

山田 智紀    〃 

村田 朋一    〃 

辻  直幸    〃 

道海沙妃菜    〃 

（敬称略） 

 

令和３年度 西太美地域づくり協議会役員 

実 施 予 定 日 行 事 名 

５月３０日（日） 西太美防災訓練 

６月２７日（日） 第４２回西太美地区体育大会 

８月 ７日（土） サマ－フェスティバル（納涼盆踊り大会） 

８月中 夏休み子どもわくわくツアー、子供教室、地域食堂 

９月中 敬老会 

９月２６日（日） 第４４回 南部校区住民体育祭 

１１月  ７日（日） 第３６回 西太美交流センターまつり 

１１月２３日（火） 雪恋まつり 

１１月中 三世代交流 

                                                                 

 

令和３年度 主な行事予定 

※新型コロナウイルス感染症対策のため変更がある場合があります。 

 

グラウンド草刈り、支援隊活動の様子 



 地域づくり協議会からのお知らせ    

                 ※別途チラシがあります 

                                 

  

 

 

 

 

                         

   

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【令和３年５・６月の行事・交流センター利用予定】 

５月 5 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・グラウンド 

 6 日 (木） 椎茸栽培榾木打ち込み体験 10:00～12:00 交流センター・グラウンド 

 7 日 (金） 生涯学習推進委員会 19:30～21:00 交流センター・ホール 

 11 日 (火) ３Ｂ体操（以降毎週火曜日） 15:00～16:30 交流センター・ホール 

    地域づくり協議会幹部会 19:00～21:00 交流センター・和室 

 12 日 (水） 民謡サークル 19:30～21:00 交流センター・図書室 

 13 日 (木) 移動図書入替 午前中 交流センター・図書室 

    よさこいサークル 19:00～20:30 交流センター・ホール 

 18 日 (火） 地域づくり協議会役員会 19:00～21:00 交流センター・ホール 

 20 日 (木) 高砂大学「地域美化奉仕活動」  8:30～ 西太美農村公園 

    タブレットかふぇ 13:30～16:00 交流センター・和室 

 21 日 (金） 石楠花の会「料理講習」 10:30～15:00 交流センター・和室 

 25 日 (火） 広報発行  各区長宅 

 26 日 (水） 民謡サークル 19:30～21:00 交流センター・図書室 

 27 日 (木) そくさい会「笑いヨガ」 13:30～15:00 交流センター・ホール 

    よさこいサークル 19:00～20:30 交流センター・ホール 

 30 日 (日） 防災訓練  8:00～11:00 各地区集会場、交流センター 

６月 3 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 

 5 日 (土） ヘルスボランティア役員会 19:30～21:00 交流センター・ホール 

 10 日 (木) 移動図書入替 午前中 交流センター・図書室 

 17 日 (木) 高砂大学「国政を聞く」 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 

 18 日 (金） 石楠花の会「手芸」 13:30～15:00 交流センター・和室 

 20 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 

 24 日 (木) そくさい会 13:30～16:00 交流センター・ホール 

   

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため行事などに変更がある場合があります。よろしくお願いします。 

日  時   5 月 30 日（日） 8 時 00 分～   

・防災無線で災害発生の放送を行いますので、ご注意ください。 

集合場所  各地区避難所      

対象者   西太美地区全住民    

                 

   

 

防災訓練に参加しましょう 

  

     

 

福祉の里西太美、そくさい会から、広報誌「西太美サロンだより」を発行しま

す。各種教室、サロンなどの案内などをお知らせしますので、ご一読ください 

   ５月予定 ２０日（木）タブレットかふぇ   ２７日（木）そくさい会 

   ６月予定 ３日（木）より貯筋運動教室スタート！  

※貯筋体操教室は交流センターまでお申し込みください 

「西太美サロンだより」を発刊します 

  

     

 

 

 


