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1２月号 発行 東部地区振興会 

 東部地区の現状 

（令和 3年 11月末現在）前月比 

  人口 １，８０６名    （－２） 

 （男）   ８８９名   （±０） 

 （女）   ９１７名   （－２） 

世帯数 ５６０世帯  （－１） 

１月予定表 

合 同 左 義 長   １０日（月曜日・成人の日）  ＊詳細はＰ３ 

健 康 教 室   １１日（火曜日）・１８日（火曜日） 

              東部交流センター２階 午後１時３０分から１時間                          

み ら い 会 議       １４日（金曜日）１９時～ 

キッズホーム    ５日（水曜日）・６日（木曜日） 

         

 

 

 

  

 

 

とうぶ      みらいへ 

 東部わいわい広場＆トーブル美術館 2021《東部地区オリエンテーリング～とうぶ大発見！！》で回答がありまし

た『東部地区の好きなところ、おもしろい人や場所など、東部地区のおすすめは？』をご紹介します。 

【自然】 

さといもが美味しい 

チューリップ畑 

のどかなところ 

まわりの人が優しい 

自然が豊かなところ 

生き物がたくさんいる 

散歩ができる 

【場所】 

農村公園 

ふくの里 

東部交流センター 

東部体育館 

農村公園の山 

がんじょうかく 

ひまわり保育園 等 

雹の被害がありましたが味は抜群！ 

トンボとったよ 色とりどりのチューリップ 

農村公園 春は花見、夏秋は虫

取り、冬は雪そりが楽しめる 

 東部地区のイベント（いもほり、もちつき大会、田んぼにおえかき、キッズホーム、あんどんなど）もおすすめにあ

げています。ここ、２年、イベントごとはコロナウイルス感染拡大防止や天候の影響で縮小や中止になりましたが、 

子どもたちは自然豊かでいろいろなイベントある東部が“いい    ”と感じているようです。 たのもしいですね。 

東部の未来は明るいです。金メダル級を目指して       イ（トライ）しましょう。 

 センター休館 １２月２９（水）～１月３日（月）まで 

mailto:tobu.kmn@gmail.com


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

健康教室 

   

１２月 ７日 振興会と福寿会の共催で、カローリング教室が開かれました。 

20名の参加者が 6チームに分かれて、熱戦を展開しました。 

１２月２１日 今年最後の健康教室。なんと体操、ストレッチと続いて、レクリ

エーションはトスボールとボーリングを楽しみました。 

パトロールしています！ 

 

“スマホ”を活用して暮らしを便利に！  ス マ ホ 教 室 

 

 

楽しくステップアップ   写 真 教 室 

第 3回
  東部みらい会議 

１２月１７日（日曜日）第３回「東部みらい会議」が行われました。 

第２回のまちあるき＆アイデア大会から出てきたものを４つの班に分かれ、事業化に向けて検討しました。 

グループワークの後に発表をしました。 

〇地域の農業を持続可能にするためのマッチング事業 

〇地域に根差した子育て事業としてのキッズホームプラス 

〇移住の情報サイト事業 

〇空き家、遊休農地を利活用したみんなのスペース事業 

来月の第４回東部みらい会議では更にブラッシュアップして最終提案していきます。 

次回１月１４日（金曜日）１９時～開催 

 

 

１2月 1日（水曜日） 

青色パトロール車が出動しました。 

１１月２０日(土曜日)、第 2回写真教室を開催しました。 

交流センターを飛び出して紅葉まっさかりの庄川水記念公園に場所を移し、「秋の色を写そう」をテーマに 

公園内遊歩道を散歩しながら、もみじなどの紅葉や庄川ダム湖を撮影しました。 

第１回で学んだ被写体の選び方を学び、カメラの設定を変えて色々な撮影、撮り方にチャレンジしました。 

それぞれ撮った写真をその場で見せ合うなど、楽しい撮影会になりました。 

同じ被写体でもカメラの設定を変えると全く違う写真になりびっくりです。 

 

１２月１１日(土曜日)、第 3回写真教室を開催しました。 

テーマは「品評会＆カメラの疑問解決講座」 

第 1回、第２回に撮影した写真を持ち寄り、プロジェクターを使って大スクリーンに 

写真を映しました。 

撮影の意図などを発表し、参加者で写真の良かった点や改善点などを話し合いました。 

また、過去に撮影した自慢の写真も持ち寄り紹介しました。 

素敵な写真を大スクリーンで眺めるのもすごく楽しかったようでした。 

 

 

 

 

 

写真教室で撮影した写真と参加者の自慢の写真を 

東部交流センターに展示予定です！ 

 

 

秋を満喫・・・ 

寒くなりました。 

暗くなるのも早く

なりました。 

第２回 

まち歩き 

    

 



合 同 左 義 長 

東部地区合同左義長を下記のとおり行います。 

日   時   令和４年１月１０日(月曜日)  

１４時点火（終了目安 １5時） 

実施場所   百町 (中田 肇さんの田) 

    駐車場 ひまわり保育園駐車場・庄川上流用水土地改良区駐車場 

  ※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、マスク着用にてお越しください。 

とうぶキッズのみなさん スキーは好きですか？ 好きな人もちょっと苦手な人もみんなでスキーを楽しみまし

ょう！ 

期 日    令和 4年 1月 30日（日） 

場 所    タカンボースキー場 （現地集合・解散） 

参加費    一人 1,000円（現地集金）レストハウス休憩スペース貸し切り 昼食付き 

         リフト代は別途（各自で購入して下さい。） 

＊保険は東部地区振興会で入ります。 

              ＊レンタルスキーを希望の方は各自現地にて調達してください。 

参加条件   小学生以上（送迎は保護者でお願いします。） 

 

     タイムスケジュール 

午前 9時 30分 現地 レストハウス前 集合 

10時～12時頃 上手くなりたいレッスン班 ・ 楽しくフリー班 に分かれてスキー 

12時～午後 1時頃 休憩・昼食（レストハウス２F休憩スペース） 

午後 1時～２時 30分 フリースキー （希望によりレッスンも可） 

2時半～3時 お楽しみ雪上宝探し 

3時半頃 解散 

                          お問い合わせ先 東部交流センター（担当 小森） TEL 22-6292 

＊悪天候やコロナ感染の状況によっては中止となる場合もあります。 

＊参加希望の方は下の申込書を交流センターまでお持ちくださるか、 

（交流センターのポストに入れても OK）右の QR コードよりお申込み下さい。 

                                        （〆切 1月 15日） 

とうぶスキー遠足申込書 

名前 

            （   年） 
保護者名 

住所 電話番号 

メールアドレス  

希望班について（○でかこんでください）         

上手くなりたいレッスン班（ 子供のみ ・ 親子で ） ・ 楽しくフリー班 

 

『とうぶスキー遠足』のお知らせ 

 

 
 

 



 

 

 １２月に入って、市内の高齢者住宅に南砺市職員を名乗る男から、還付金詐欺とおぼ

しき電話がかかる事案が相次ぎました。不審に思い、市役所に相談したことで、幸い、

被害は発生しませんでした。まずは、ご家族や警察に相談してください。 

県警察防犯抑止対策室から 架空料金請求詐欺 

南砺市防犯協会から それ！還付金詐欺！    

 

携帯で電話しながらＡＴＭを操作

する人を見かけたら声掛けを！ 
 

最近、県内では、アダルトサイトや携帯電話機の利用料金に関し、「未払いがある」「支払わないと法的措置をと

る」「利用停止する」などという電話やメールを受け、コンビニエンスストア等での ATMから高額振込や高額な電子

マネーの購入をさせられるという架空料金請求詐欺が相次いで発生しています。 

 突然、一方的に「利用料金が未納」などと電話をがかかったり、メールを送り付け「支払わないと裁判になる」など

と不安をあおり、高額料金を支払うよう要求するのは詐欺の手口です！ 

 〇身に覚えのない請求があれば、鵜呑みにせず、詐欺を疑いましょう。 

 〇ひとりで悩まず、すぐに警察に相談しましょう。       【警察相談専用電話 ＃９１１０】 

＊＊＊＊＊＊＊除雪機出動準備万端です！！        ＊＊＊＊＊＊＊ 

 

  

本格的に雪が降ってきました。 

東部交流センターと百町倉庫（旧屯所）には、それぞれ除雪機を用意してあります。 

ご使用の際には、事務局にご連絡の上、取り扱いに注意して安全にご利用ください。 

センター常駐 ２号機 

稼働日誌↓ 

使用状況、特記も記入のこと 

【歩行型ロータリー除雪機】 

〇燃   料 ガソリン（使用後は満タンにして格納のこと）  

         ※公共・地区・福祉などで利用の際は備え付

けの携行缶を使用 

〇稼働記録 稼働日誌に使用状況を記入 

〇消 耗 品 シャーピン（２種類）稼働日誌袋内 

〇運 搬 アルミブリッジあり 

        （乗降には特に注意してください） 

高齢者世帯等への除雪支援について 

  南砺市では、高齢世帯等への除雪支援を行っています。 

①屋根雪下ろし（除雪支援サービス）  ご近所や業者に屋根雪下ろしを依頼した際、１回当たり１万円を限度に支援 

  対象世帯・・・６５歳以上のみ世帯  ひとり暮らしの重度身体障がい者など 

  利用限度・・・１冬期間あたり 2 回まで 

②家周りの除雪（軽度生活援助サービス）シルバー人材センターに家周りの除雪・家屋の雪囲いを依頼した際、費用の５割支援 

  対象世帯・・・７０歳以上のひとりくらし高齢者  ７５歳以上のみ世帯  重度身体障がい者のみ世帯など 

  支援限度・・・年度内で１万円 

※①②とも申請年度の住民税所得割課税世帯は対象外です。また、除雪作業前に事前に申請し、決定通知を受ける必要があります。 

 屋根雪下ろしは除雪作業後にも書類の提出が必要です。（事前申請締め切り 令和４年１月１４日（金）まで） 

申請・問い合わせ  地域包括ケア課 長寿介護係 ☎２３-２０３４   市民センター窓口、ふくし総合窓口 

 
編集後記 

本年も新型コロナウィルスによる影響で計画していた事業の多くが中止となりました。賀状を書きながら、しばら

く会っていない人へ思いを馳せる師走の夕暮れ、来年こそは佳き年となりますように。        Ｍ.Ｎ 

 


