
　　　

　　

　　

７月号

№３９ 令和４年 ６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

５月２１日（土）花と緑の銀行さんから

花苗をいただき、植え付けいたしました。

花苗植え付け 開催

５月28日（土）さつまいもの苗を植えました。

（生涯学習子育て部会）

（生涯学習子育て部会）

南砺市　世帯数　17,560戸（+32) 福光地域 世帯数 5,913戸 ( +9) 東太美地区　世帯数 333戸（±0）

男　　23,177人（-1） 男　　　7,785人（2） 男　　   523人（ +1）　

女　　25,046人（-25） 女　　　8,387人（-17） 女　　   525人  ( -2）

合計　48,223人（-26） 合計　  16,172人（-19）　 合計　1,048人（ -1）

令和4年5月末現在　人口・世帯数　※（　）内は先月比

福光南部小学校統合に向けての意見交換会 開催

氏　名 年齢住　所 連絡先

日 時 令和４年７月２４日（日）

開始午前９時３０分～終了予定１１時３０分

集合場所 イオックスアローザ（現地集合）

集合時間 午前９時

参 加 費 無料

運動靴でご参加下さい。

パークゴルフ大会参加申込書

申込締切 ７月１０日（日）までに

交流センターポストに投函下さい。

小雨決行

小さいですが

賞品あり

参議院議員選挙投開票日 7月10日です
※交流センターは、7月

９・１０日使用不可です

６月２０日（月） 福光南部小学校統合に向けての意見交換会が開催されま

した。南砺市教育委員長に提出する要望書（案）等の説明後、保護者の方々

から様々な意見を頂きました。いろいろ問題点を話し合った上で、要望書案

について概ね賛成して頂きました。

さつまいも苗植え付け 開催



氏　名 年齢住　所 連絡先

日 時 令和４年７月２４日（日）

開始午前９時３０分～終了予定１１時３０分

集合場所 イオックスアローザ（現地集合）

集合時間 午前９時

参 加 費 無料

運動靴でご参加下さい。

パークゴルフ大会参加申込書

申込締切 ７月１０日（日）までに

交流センターポストに投函下さい。

小雨決行

小さいですが

賞品あり

氏　名 年齢住　所 連絡先

日 時 令和４年７月３１日（日）

午前９時３０分～２時間程

集合場所 城端陶芸工房（城端小学校グラウンド向かい）

（現地集合）

集合時間 午前９時

持 ち 物 汚れてもよい服・タオル・水筒

参 加 費 大人1,000円 子ども500円

親子陶芸教室参加申込書

申込締切 ７月１０日（日）までに

交流センターポストに投函下さい。

陶芸体験してみま

しょう 

　7月

日付 曜日 時　間

4 月 　9:30～11:30

4 月 交通安全協会東太美支部役員会  18：00～

6 水  13:00～15:30

8 金 地域福祉部会  19：00～

10 日 参議院議員選挙 終日

11 月 サロン「なごみ」・福寿大学合同 　9:30～11:30

12 火 地域づくり小委員会・防災部会  19：00～

14 木  13:30～16:30

14 木 生涯学習子育て部会（夏祭り実行委員会）  19：00～

16 土  13:30～15:00

20 水 初音会  13:00～15:30

21 木  19：00～

24 日 パークゴルフ大会 　9:30～11:30

25 月 　9:30～11:30

28 木 なごみごらく部（健康マージャン） 　9:30～16:30

31 日 陶芸教室 　9:30～11:30

内　容 場　所

全館

ホールなごみごらく部（手芸）

初音会

サロン「なごみ」 ホール

ホール

ホール

全館

ホール

ホール

和室

ホール

城端陶芸工房

福寿大学

サロン「なごみ」 ホール

和室

ホール

イオックスアローザ

ホール生涯学習子育て部会（夏の行事打ち合わせ）

交流センター利用・行事予定カレンダー



サロンなごみの風景

5月2 3日 法話（西方寺）

５月3 0日 民舞鑑賞（風香の会）

７月１４日（木）

午後１時３０分～午後４時３０分

材料費 ６００円 クラフトバンドでかご作り

秘伝ラーメン体操で皆さんと一緒に体を動かしました。

総勢１５名で衣装も踊りも趣向を凝

らして大変華やかでした。

6月6日 笑いヨガ（大井手恵子さん）

音楽に合わせてリズム体操。健康には笑うこと、酸素を十分

取り入れること、また、体の中から息を吐き出すことが重要とのこと。

4日

11日

18日

貯筋体操

血圧測定

健康講座【口腔ケア】
地域包括支援センター

サロン休み

マジックショー
【福寿大学とコラボします】

７５３運動

海の日

２5日 貯金体操 歌謡鑑賞
【鵜野文子さん】

７月２５日は鵜野文子さんによる歌唱と三味線での弾き語りを披露して頂き、

皆さんと一緒にゲームやお話を楽しみます。是非お越しください。

なごみごらく部【手芸】

「苦労話を伝えることこそ財産となり勇気となる。」と話されました。

なごみごらく部【健康マージャン】

７月２８日（木）

午後９時３０分～午後４時３０分

ご案内

７月イベント情報

【すまいる広場の様子と７月のご案内】

６月４日（土）ミニ運動会 ジャンケンゲームなどで盛り上がり

ました。また、みんなの願いごとを短冊に書き笹竹に飾りました。

笹竹は交流センターの玄関ポーチに設置しております。

７月２日（土） 午後１時３０分～午後４時３０分

内容 スポーツ教室開催（午後２時～１時間ほど）

申込書はお子さんを通じて配布済みです。

インストラクターを迎えスポーツの楽しさを学びます。

令和４年８月２１日（日）

集合場所 東太美交流センター駐車場

時間 ７：５０ 集合

日 程 ８：００ 東太美交流センター出発

11：００ 上高地バスターミナル到着

11：００～１４：３０ 散策・昼食・自由時間

14 ：３０ 上高地出発

17 ：３０ 東太美交流センター到着

参 加 費 大人 3 , 5 0 0円 子ども 2 , 0 0 0円

（小学生以下保護者同伴）

持 ち 物 雨具、タオル、水筒、はきなれたズック、防寒具

定 員 ３０名 定員になり次第、締め切ります。

申し込み 東太美交流センターのポストに投函ください。

締め切り ８月１０日（水）

上高地散策申込書

住所 連絡先（℡）

氏名 （年齢 学年 ）

氏名 （年齢 学年 ）

切り取り線
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