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１月１２日（日）市内７地域で「令和２年南砺市成人式」が行われました。
福光中央会館で行われた福光地域成人式では１５２名の新成人が出席し、
多くの来賓や家族から祝福を受け、
大人の仲間入りを果たしました。久保義晴さんの祝い唄「福光めでた」で始まり、第１部の式典では南砺市長
がビデオメッセージで式辞を述べ、続いて新成人代表が謝辞を述べました。第２部の記念アトラクションでは
中学校の卒業アルバムから数々の思い出をまとめたスライドが上映され会場内から「懐かしい」などの声が上
がっていました。式に招かれた中学校の恩師からも祝福や激励の言葉がかけられました。
西太美地区の新成人者は６名（男性４名 女性２名）。地区代表を務めた山下悠那さん（香城寺）は「現在は
短期大学でビジネス学を学んでいます。将来は世界中のホテルで働いてみたい」と抱負を述べました。
【各地区の成人者】
（平成１１年４月２日～１２年４月１日生）
才川３区 １名

小二又

２名

広谷

香城寺

１名

２名

各地区代表者が近況や抱負を語る

西太美地区の成人者の皆さん

南砺市消防出初式が井波総合文化センターにて行われ、市
消防団、消防署、レディ分団などが参加しました。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。午後からは交流センタ
ーグラウンドにて消防団西太美分団の初放水が行われました。
寒さの中で見事な放水のアーチを描く団員の勇ましい姿に大
きな拍手があがりました。
なお、式典にて表彰された方は以下のとおりです。
（敬称略）

住民や団員らが見守る中、威勢よく放水！

永年勤続表彰（１５年以上） 高野 次
永年勤続表彰（５年以上）

久保 欣也

長谷川 博和

山下 大介

地域の安全を守っています

皆さまお疲れ様です

１２月２３日（月）西太美防犯組合は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、更生保護女性会は約２０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。

アートフラワーでお正月飾りを作成
どんなデザインにしようかな？

１２月２６日（木）西太美交流センターにてフラワーアレンジ
メント教室を開催しました。小学生から大人までの参加者１９
名は、講師の長谷川由香里先生の指導で松や牡丹の花などを模
したアートフラワーを使いお正月飾りを作りました。あわせて
南天や菊などお正月の花の由来の説明を受け、皆興味深そうに
うなずいていました。作成終了後はおやつにお汁粉をいただき、
和やかな雰囲気で世代間交流が図られました。

無病息災を祈って ― 左義長 ―
西太美各地区で左義長が行われました。才川２区では１月１１
日（土）班長さんたちが準備したやぐらに午後１時点火。真っ赤
な火が勢いよく燃え上がり、住民がしめ飾りや縁起物などを持ち
寄り、無病息災を祈りました。子どもたちも書き初めを竹さおの
先につけてもらい、空高く火の粉が舞い上がるのを見ながら「来
年はもっと字が上手になりますように」とお願いしていました。

11 日 才川２区

12 日 才川３区

11 日 香城寺

消防団、警戒中

令和 2 年度各地区区長が決まりました よろしくお願いします
才川１区

長谷川 和泉

野

地

才川２区

桜井 善喜（新）

小院瀬見

水口 登洋治

才川３区

中川 正彦

広

桃野 雅彦（新）

才川４区

川原 義昭（新）

香 城 寺

本多 二三雄（新）

小 二 又

橋本 清弘（新）

糸 谷 新

松永 稔

谷

七山 晃

（敬称略）

西太美の人

Casa（カーサ）代表

「 堀

宗夫 さん 」

―現在の経歴などを教えて下さい
私は小院瀬見で、自然と共に暮らす団体、Casa（カーサ）の代表をし
ています。４年前、小院瀬見で七反の田畑と広い山林を受け継ぎ農業従
事者となりました。そしてなべちゃん農場の指導を受けながら、わずか
ですが自然栽培米を作っています。昨年も良く実りました。またヤギを
２頭飼っています。昨年秋に交配しました。今年の春に子ヤギが生まれ
るのを楽しみにしています。

―西太美に来られたきっかけを教えてください
小院瀬見に出会ったきっかけですが、『福光麻布』という書籍の編集過程で関わったメンバーから、
途絶えた福光麻布を復活したいという希望と同時期に、廃村の危機にある小院瀬見地区を知り、Casa を
立ち上げ、メンバーの努力で地区内の家屋を取得し麻布ギャラリーを立ち上げました。ギャラリーは２
０１７年に福光温泉東館に移転しました。各方面からご支援を頂き、織り機を４台設置されるまでにな
りました。

―小院瀬見地区についての感想などを教えてください
小院瀬見ですが、かつての金沢と五箇山を結んだ「塩硝の道」に面した、石垣が美しい村で、地区に
は多くの文化財が包蔵されています。小院瀬見神明宮の鳥居は、他に類のない自然石を使った豪壮な鳥
居です。更に区長の水口登洋治さん宅は、となみ野でも最大級のアズマダチで文化財級とされています。
この地域の素晴らしさは、ここに暮らす人々、それに加えて豊かな自然、米や野菜などの美味しい産物
であると思います。

―これからのことについて教えてください。
私の今年の目標は、地区にたくさんの往来が生まれることです。そのためには福光温泉をもっと楽
しくすること、地域の持つ豊かな価値を引き出すこと、ゲストハウスを作ること、そして絶えず情報
発信していくことです。賑やかな地域の未来に向け、微力ながら貢献していきたいと思っています。

地域づくり協議会からのおしらせ

タブレットかふぇを開催します
と き ２月 6 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、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。

第３回そば打ち体験教室を開催します
と き ２月 9 日（日）

９時 00 分～１２時 00 分

ところ 西太美交流センター

参加費 １０００円

試食のみは５００円

講師 川辺 弘先生（才川２区）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。
☆申し込みは西太美交流センター（55-1126）まで
【令和２年２・３月の行事・交流センター利用予定】
２月

1 日 (土） Casa 料理教室

交流センター・和室、調理室

3 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

4 日 (火） 地域協議会役員会

19:00～21:00

交流センター・和室

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

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

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

タブレットかふぇ

13:30～16:00

交流センター・事務室

9 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

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

18 日 (火） 手芸の会

３月

9:00～15:00

9:30～15:00

交流センター・図書室

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

26 日 (水） 民謡サークル

19:30～21:00

交流センター・図書室

5 日 (木） 高砂大学「曳山の話・閉校式」

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

19:30～21:00

交流センター・和室

20 日 (金） 老人クラブ総会

10:30～

交流センター・ホール

27 日 (金） 石楠花の会「反省会」

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

6 日 (金） JA 西太美くらしの会総会

よさこいサークル

☆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。

