
　

　　　

　　

　　

東太美地区自主防災訓練 開催

10月号

№４２ 令和４年 ９月２５日 発行

開 館 日 月～金曜日（土日、祝日休館）

利用時間 ９時～１７時

時間外・休館日 （予約のみ利用可）

〒939-1756 南砺市土生新５２２‐３

TEL・FAX：０７６３－５５－１２２４

メール higashifutomi.kmn@gmail.com

ホームページ  https://higashifutomi-kc.7104.info

８月２８日（日）午前７時から、東太美地区自主防災訓練を開催しました。

今回は、大地震発生を仮定しての安否確認訓練を行いました。防災無線子局放

送のアンケートを集計した結果、放送の内容まで聞きとれた世帯は22世帯で、

内容は分からないが、聞こえた世帯は１０５世帯でした。皆様ご協力ありがと

うございました。

敬老会 開催

南砺市　世帯数　17,581戸（-18) 福光地域 世帯数 5,932戸 ( ±0) 東太美地区　世帯数 335戸（+1）

男　　23,100人（-31） 男　　　7,765人（-4） 男　　   518人（ -6）　

女　　24,958人（-50） 女　　　8,364人（-9） 女　　   527人  (-1）

合計　48,058人（-81） 合計　  16,129人（-13）　 合計　1,045人（ -7）

令和4年8月末現在　人口・世帯数　※（　）内は先月比

９月１8日（日）敬老会を開催しました。午前と午後

に分けて行い、43名が出席されました。交通安全、フ

レイル予防のお話を聞いた後、五箇山深山会の皆様に

よる民謡と踊りのアトラクションを鑑賞しました。

鵜野 義政さん （上野）

前山 信雄さん （上野）

栗山 俊夫さん （経塚）

井澤 一光さん （立野）

奥野 弘子さん （矢留）

吉井 みや子さん（矢留）

木戸 正信さん （殿）

中山 和子さん （大西）

幅田 しぎさん （大西）

中島 ふみ子さん（土生）

米寿を迎えられた皆様

米寿祝い状を

出席された方

に贈呈しまし

た。

（昭和９年４月１日～昭和１０年３月３１日

生まれの皆様）おめでとうございます。



　　　

日付 曜日 時　間

1 土 秋桜会  19:00～21:00

2 日 東太美地区文化祭 　9:00～15:00

3 月 　9:30～11:30

5 水 地域福祉部会  19:00～

7 金 スマホ教室（TST主催）  13:30～15:30

10 月祝 さつま芋掘り 　9:00～10:00

13 木  13:30～15:30

13 木  13:30～16:30

14 金 地域づくり小委員会  19:00～

16 日 女性のための防災講座 　9:00～12:00

17 月 　9:30～11:30

24 月 　9:30～11:30

27 木 なごみごらく部（健康マージャン） 　9:30～16:30

31 月 　9:30～11:30

サロン「なごみ」

サロン「なごみ」 ホール

ホールサロン「なごみ」

ホール

サロン「なごみ」 ホール

福寿大学（南砺市内めぐり）

和室

ホール

内　容 場　所

南砺市

会議室

ホール

立野が原借受畑

富山県四季防災館

なごみごらく部（手芸） ホール

和室

ホール

交流センター利用・行事予定カレンダー

※ 職員の都合で１０月以降、開館時間が短くなることが

あります。何卒ご理解よろしくお願いいたします。

南砺市社会福祉協議会からのお知らせ

上 高 地 散 策

【日時】１１/１２（土）、 １/１４（土）

３/１１（土） 午後１時～４時

【場所】社会福祉協議会サテライト

南砺市荒木574（旧吉江保育園）

休日相談会
開 催

・生活のちょっとした困りごとを職員がお伺いします。

・会場へ来られない方は、電話での相談もお受けします。☎52-1222

生涯学習子育て部会 開催

中川瑞貴さん（殿）が所属しているソフトテニス ワタキューセイモア が全日本実

業団選手権大会（R４.8/6～7開催）で見事優勝されました。おめでとうございます。

祝 優勝！

8月21日（日）体験研修として上高地散策を実施し、

２２名が参加されました。

新型コロナウイルス感染拡大が懸念されましたが、参加者は

一週間前からの検温と当日の体調チェックをし、無事に参加

することができました。自然の雄大な地形や原生林を目の当

たりにして感動しました。出発時は小雨だったのですが、現

地では、青空も広がり散策日和となりました。

９月１３日（火）文化祭について生涯学習推進委員会が開催されました。

８月１８日に開催された文化祭実行委員会で内容が協議され、SDGsの取り組みとして

フリーマーケットの開催等が決まりました。各推進委員が皆さんの家庭を回りますので

眠っている「まだ使えるが自分は使わない物」の寄付にご協力お願いいたします。



　

日 時 １０月２日（日）９時～１５時
場 所 東太美交流センター

【午前の部】 １０時３０分～１１時

【午後の部】 １４時～１４時３０分

南砺市消防団音楽隊演奏
迫力ある演奏を是非、

聞きに来てください。

北村 瞳 歌謡ショー
澄んだ歌声でリフレッシュ 

壮年クラブ

９時～
★作品展示
生花・写真・手芸・各団体活動報告等

★フリーマーケット
衣料品・日用品・雑貨等があります。

★クイズコーナー
ジャンボカボチャ重さ当て 

胴まわりの長さ当て 

★男女共同参画コーナー

１０時～
★販売コーナー
焼きそば・焼き芋の販売
（東太美農協青年部）

生菓子・シュークリーム・ポン菓子・ジュースなど

焼き栗実演販売

１０月２日（日）東太美地区文化祭 開催案内
作品展示・各団体活動報告・ステージでは、午前は南砺市消防団音楽隊演奏と午後は

北村 瞳ショーを開催します。フリーマーケット・販売コーナーを設けます。

皆さんの作品展示品をお待ちしております。

作品搬入：１０月１日（土）午後１時～７時までに搬入下さい。



￥

１０月１７日にフレイルチェックを実施します。

自分の今の状態を知ることができます。何が足りないかを知ることで足りない分を強化

し健康なからだづくりの参考になります。皆さん是非、参加をお待ちしています。

サロンなごみのご案内

サロンなごみは新型コロナ感染

拡大予防のため中止していました

が、感染状況が減少傾向にあるた

め９月２６日から再開いたします。

皆さん、週一サロンにご参加く

ださい。

お待ちしてま～す‼

南部校区合同 こども焼き芋大会実施 案内

今年は、南部校区4地区合同で焼き芋大会を開催します。

10月すまいる広場のおしらせ

日 時 10月10日（月） 午前9時～10時

場 所 立野が原借受畑

持 ち 物 長靴・タオル・シャベル・手袋・水筒

飲み物と持ち帰り用ナイロン袋は準備ます。

なごみごらく部

＊日 時 令和４年１０月１５日（土）

＊時 間 午前９：００～１１：００

＊集合場所 広瀬舘交流センター

＊持 ち 物 【芋掘り体験をする人】手袋・長靴・タオル・シャベル

＊参 加 費 １人につき２００円

＊内 容 芋掘り・焼き芋準備・レディー分団の紙芝居・リース作り

＊申込方法 ９月２０日に子ども達に配布済みの申込書を東太美交流セン

ターのポストに投函下さい

メール・FAXも可

＊申込締切 ９月３０日（金）

＊申込・お問い合わせ先

東太美交流センター TEL FAX 55-1224

３日

１０日

1７日

貯筋体操

血圧測定

フレイルについてのお話とフレイルチェック

サロン休み

２４日 ギター演奏

【本田 博和さん】

３１日 ７５３運動
オカリナ演奏

【なんと土笛の会】

笑いヨガ

貯筋体操


