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（令和 3 年 10 月末現在）前月比
人口 １，８０８名
（－１）
（男）
８８９名
（＋２）
（女）
９１９名
（－３）
世帯数 ５６１世帯 （±０）

テイクアウト弁当

東部わいわい広場＆「トーブル美術館２０２１」

大

盛

況！！

東部わいわい広場
in ふくの里
１１月３日（祝・水曜日）
東部わいわい広場 in ふく
の里、トーブル美術館が
開かれました。
バンブーランタンを制作する
ワークショップ、テイクアウト
弁当＆スイーツの販売や東
部産サツマイモの焼いもが
販売されました。
どれも TOBu（とぶ）ように売れました。また、交流センターでは、小学生・未就学児童の作品展示を
しました。東部オリエンテーリングも好評でした。
お天気も良く、たくさんの人でにぎわいました。

１2 月予定表
青色パトロール

１ 日（水）

区 長 会 議

２日（木）１９時～

健 康 教 室

７日（火）１３時半～
２１日（火）１３時半～

みらい会議

１７日（金）１９時～

キッズホーム

２７日（月）～２８日（火）、１月５日（水）～６日（木）

ほっとあっと体操・カローリング教室
ほっとあっと体操・ストレッチ体操・筋力体操・ゲーム

年末特別警戒パトロール ２８日（火）
正月用生け花教室 １２月２９日（水）

詳細はＰ３をご覧ください

センター年末年始休館予定日 １２月２９日（水）～１月４日（火）

スマホ教室

楽しくステップアップ

写 真 教 室

１０月２３日(土曜日)に第１回写真教室を開催しまし
１１月１日（月曜日）センター２階大広間において、
た。写真がもっと楽しくなる♪「花の撮り方レッスン」を
「となみ衛星通信テレビ㈱」主催のスマホ教室が開か
“スマホ”を活用して暮らしを便利に！ ス マ ホ 教 室
テーマに地域指導員 菅原拓哉講師のもと１０名の参
れました。事前に申し込みのあった６名の方が受講さ
加者（南砺市内外からも参加）がありました。
れ、スマホ起動の初歩からカメラの使い方、ラインで
まず、座学でそれぞれ持ち寄ったカメラ(スマホ、デ
のトークや地図の見方を習い、最後にマイナンバー
ジカメ、一眼レフ)の違いを比較し、シャッタースピード
カードの申請の仕方までを教わりました。
などカメラの基本を学び、次に、実践として小物を使っ
「帰ったら、みんな忘れとらんかね・・・」と、言い合
て撮影しながら構図の作り方を学びました。
いながらも、楽しく、有意義な秋の半日になったので
最後に季節の花ビオラを撮影しました。
はないでしょうか。
皆さん熱心にカメラ(撮影、写真)に取り組んでおられ
ました。

第2回

東部みらい会議

11 月 14 日（日曜日）午前９時から金子洋二先生
を迎えて開催されました。今回は午前に東部のまち
あるき。午後からはアイデア大会を行いました。
“まちあるき”は、3 つのテーマに分かれて各施設
を回ったり、住民の方々にインタビューをしました。
“アイデア大会”では、まちあるきから見えてきた
地域の課題や、新しい発見を元に沢山のアイデア
や、提案がありました。このアイデアを次回の会議で
はブラッシュアップして具体的な提案にしていきま
す。次回は 12 月 17 日（金）19 時〜開催です。

大人も子どもも興味深々！

星空観察

11 月 6 日（土曜日）午後６時 30 分から庄川上流用
水土地改良区の駐車場をお借りして、富山天文学会
会員の水上先生、深島先生、久郷先生の３名の講師
を迎え、星空観察会を行いました。
当日は、観察には絶好の星空で、３１名の参加があ
りました。
先生方が持ってこられた望遠鏡３台で、金星、木
星、土星の惑星の他、アンドロメダ大星雲を観察。土
星の輪や木星の周りにいる大きな衛星もしっかり見る
ことができました。
今回の星空観察会は、コロナの影響により人数制

健康教室

１１月２日、９日、１６日 ３週にわたって開きました。

パトロールしています！
限の関係から、児童は４年生以上を対象と

私たちフェアリージャパン

しましたが、来年は、そのような制限もな
く実施できることを祈っております。
次回、 カローリング教室を健康教室と合わせてやります
１２月７日（火曜日）１３時半から約１時間 東部体育館

１１月４日（木曜日）
青色パトロール車が出動しました。

お正月用

生け花教室のお知らせ

今年も福嶋先生をお迎えして「お正月用の生け花教室」を開催します。
花材のみでも申し込みできます。花材のみ取りにみえる方は、当日、午後４時から７時までに交流センターへ
取りに来てください。
日
時
１２月２９日（水曜日） １７：００～１９：００
場
所
東部交流センター
講
師
福野華道連合会会長 福嶋慶子先生
参加費
１，８００円（花材代）
持ち物
花器、剣山、花ばさみ、新聞紙、ごみ袋（ごみは持ち帰りでお願いします）
申込み
１２月１０日までに代金を添えて、東部交流センターまたは東部ＦＵＮ倶楽部地区代表
にお申し込みください。（教室参加または花材のみを記入）
※申込用紙は東部交流センターにあります。（平日９：００～１７：００）

旧富山紡績工場跡地の利活用方法

意 見 交 換 会

空き地となっている、旧富山紡績工場跡地（私有地）の今後の活用について意見交換会が開催されます。
日 時
令和３年１２月１１日（土曜日） 午後７時開会
会 場
ア・ミューホール

お礼状が届きました
＊第２１回東日本学校吹奏楽大会に出場された東部地区在住の高校生、中学生より懸垂幕のお礼状がとどきました。
高校生から
３年

柴田絵里花

沢山の応援ありがとうございました。

中学生から

応援してくださった方々のおかげでいい成績を残せたと思います。
素敵なホールで自分のいい音を響かせれたと思っています。
中橋

澪

先日は懸垂幕などで私たちを応援してくださり、ありがとうございました。
大会当日は、どちらの大会も練習してきたことを楽しく演奏してきました。
２大会ともとてもきれいなホールで演奏でき、とてもいい経験になりました。

早川

智悠

僕達、福野中学校吹奏楽部は、浜松、北海道での大会に出場することがで
きました。自分達にとって最高の演奏ができたと思っています。
地域の方々が応援していただきありがとうございました。

２年

中橋

昴哉

１年

今堀

佑香

自分たちのために懸垂幕を立てていただき、ありがとうございました。
応援の懸垂幕を揚げていただき、ありがとうございました。
とてもたのしく演奏できました。
これからも応援よろしくお願いします。

大窪

慶

今回、東部地区での懸垂幕を揚げて吹奏楽部を応援していただき、ありがとう
ございました。１年生としては良い経験となりました。

＊さつまいもありがとう”ひまわり保育園から

来年度からも上の大会をめざしてがんばりますので応援よろしくお願いします。
大門

未宙

大会応援ありがとうございました。
おかげさまでコンクールでいい結果をとることが出来ました。

上久凛太郎

懸垂幕を揚げてくれてありがとうございます。
東日本学校吹奏楽大会・中部日本吹奏楽コンクールでは自分の持っている力
を全て発揮して演奏できました。

橋爪 朱音

地域の方々が、応援していることに感謝しています。
これからもがんばります。

県農林漁業分野

とやま地産地消優良活動

功 労 賞

最優秀賞

『高堀集落営農組合』が、
２０２１年度の農林漁業分野の県
部門功労表彰を受賞しました。
１0 月２３日「越中とやま食の王
国フェスタ 2021～秋の陣～」で
表彰されました。

『旬菜市場ふくの里』が、
とやま地産地消優良活動の最
優秀賞を受賞しました。
今年、ふくの里は、２１周
年、農カフェ♥つなぐは１周年
になります。

（公財）全国防犯協会連合会長表彰

受賞おめでとう
ございます！

南砺市社会福祉協議会

防犯栄誉章 防犯栄誉銅賞

会

長

表

彰

南砺市防犯推進員

ボランティア活動者

宮内 清和さん(苗島)

斉藤 清志さん（松原）

多年にわたり送迎サービスの運転ボランティ

森林 逸子さん（野尻野）

多年にわたり地域での健康づくり活動や高齢

平成元年防犯推進員、３年より防犯
協会広報隊員を務め、平成１８年に
は南砺市防犯推進員を受嘱

アとして貢献

者サロン運営をとおして地域向上に貢献

（一財）自治総合センター

コミニュティ助成を受けました

上野自治会は、宝くじの社会貢献広報事業のコミュ
ニティ助成を受けて、地域に伝わる桶胴太鼓を修繕
するとともに、太鼓を載せる「引き車」導入しました。
来年７月の「熱送り太鼓」で初めて使うこととして、
１１月２日、上野神明社でおはらいを受け、伝統を後
世に伝えていく決意を新たにした。

年代自治会は同じく宝
くじのコミュニティ助成を
受けて長胴太鼓を新調し
ました。また、会議用机・
椅子のほかプロジェクター
なども設置して、地域の連
帯感を強め、コミュニティ
活動の促進を図ることと
しています。10 月の常会ではお披露目が行われ、
早速、プロジェクターに映し出された画面で説明があ
りました。

宝くじのコミュニティ助成には、上記の一般コミュニティ助成のほか、防災関係、地域づくり助成などがあります。
みなさんの地区でも宝くじ助成事業を活用してみませんか？
国民生活センターから

“防犯はじめのい～っぽ”

高齢者の消費者被害に関する相談が全国の消費者センター等に多く寄せられています。
悪質業者は言葉巧みに不安をあおり、親切にして信用させ、年金や貯蓄などの大切な財産を狙っています。高
齢者は自宅にいることが多いため、電話勧誘販売や家庭訪販による被害にあいやすいのも特徴です。

訪問購入心得
一、いきなり訪問してきた購入業者には応対しない

少しでも“おかしい”と感じた場合は、
速やかにご家族や警察に相談しましょう

一、事前に買い取りを承諾した物品以外売らない
一、売却後、８日間は物品を引き渡さない
一、むやみに貴重品を見せない、触らせない

お困りの際は『１１８』
（消費者ホットライン）にお電話を！！

