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〒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

７月８日(金)地域福祉部会・ケアネット活動会議が

開催されました。東太美地区福祉活動計画案を協議し、

部会員が７５歳以上 (令和３年３月末時点) の一人暮らし

世帯及び高齢者のみ世帯にうちわ等を持って訪問する

「友愛訪問」を実施することを決定いたしました。

（地域福祉部会）
地域福祉部会 開催

南砺市　世帯数　17,600戸（+40) 福光地域 世帯数 5,930戸 ( +17) 東太美地区　世帯数 334戸（+1）

男　　23,156人（-21） 男　　　7,776人（-9） 男　　   522人（ -1）　

女　　25,037人（-9） 女　　　8,383人（-4） 女　　   528人  ( +3）

合計　48,193人（-30） 合計　  16,159人（-13）　 合計　1,050人（ +2）

令和4年6月末現在　人口・世帯数　※（　）内は先月比

地域づくり小委員会及び防災部会 開催 （防災部会）

7月12日(火)地域づくり小委員会及び防災部会が開催

されました。8月２８日に実施する安否確認訓練（別紙

チラシ）の流れ、防災無線聞き取り調査等話し合いました。

８月２８日(日)午前7時～ 東太美地区自主防災訓練開催

※詳しくは折り込みチラシをご覧ください

8月5日 (金 )午後７時～ 地域づくり講演会開催

演題 「東太美の地で夢を叶えるために」

講師 トレボー(株)代表取締役社長 中山 安治 氏

★皆様是非お越しください★ ※詳しくは折り込みチラシをご覧ください

８月15日(月)はお盆休みのため休館いたします。



日付 曜日 時　間

1 月 　9:30～11:30

3 水  13:00～15:30

4 木 夏休み子ども教室　書道 　9:30～11:30

5 金 夏休み子ども教室　絵画 　9:30～11:30

5 金 地域づくり講演会 19:00～20:30

6 土  16:00～18:30

7 日  13:00～15:00

8 月 　9:30～11:30

9 火 夏休み子ども教室　移動図書館 　9:30～11:30

10 水  13:30～16:30

13 土 秋桜会  14:00～16:00

13 土  16:00～19:00

15 月 お盆休み 休館

16 火 　9:30～11:30

21 木 8：00集合

22 月 　9:30～11:30

24 水  13:00～15:30

25 木 なごみごらく部（健康マージャン） 　9:30～16:30

28 日  7:00～8:00

29 月 　9:30～11:30

初音会

和室

和室

ホール

上高地

和室

内　容 場　所

初音会

サロン「なごみ」 ホール

ホール

ホール

和室

ホール

ホール

福寿大学(市政報告　竹田秀人市議)

全館東太美地区自主防災訓練

サロン「なごみ」

東太美ゲートボール協会 会議室

ホール

ホールサロン「なごみ」

戦没者慰霊祭 ホール

ホールなごみごらく部（手芸）

夏祭り 全館

和室

サロン「なごみ」

上高地散策　

交流センター利用・行事予定カレンダー

理事 土生新区長 奥野 忠志

（任期：R4.4.1～R8.3.31）

総代 土生新（下野） 前山 敏雄

土生新（上野） 山本 一雄

殿 天池 善三

土生 裏田 正次

（任期：R4.2.20～R8.2.19）

以上の方々に決定しておりましたので、

改めてお知らせいたします。

南砺市土地改良区理事・総代小矢部川上流土地改良区東太美地区総代

下野 栗山 薫 北部市野沢 川端 敏雄

上野 山口 久夫 南部市野沢 鎌田 寿之

経塚 藤井 敏一 殿 天池 伸一

立野 高瀬 伊佐男 殿 中川 正守

矢留 奥野 初博 大西 幅田 正念

立野新 谷村 和昭 土生 河邊 正敬

立美 舘 義由記

( 任期：R4.7.16～R8.7.15 )

以上の方々に決まりましたのでお知らせいたします。

『新型コロナワクチン４回目接種』について

東太美交流センターでは、インターネットで予約代行いたします。

【対象者：60歳以上で、3回目接種から5か月以上経過した方】

※接種券をご持参ください。 予約代行時間：9:00～16:30（平日のみ）

（敬称略）

９月１８日 (日 )東太美地区敬老会開催

（敬称略）

東太美交流センターにおいて、午前、午後の２回に分けて、東太美地区敬老会

を開催いたします。敬老会対象者のみなさまには招待状を、福寿会の役員の方の

お世話でお届けいたします。みなさま是非ご出席ください。



生涯学習子育て部会・夏祭り実行委員会 開催

第42回富山県ゲートボール選手権大会 準優勝

（生涯学習子育て部会）

７月１０日（日）開催され、東太美チームは見事準優勝！

7月14日(木)生涯学習子育て部会・夏祭り実行委員会

が開催されました。７月2４日(日)のパークゴルフ大会の

流れ、８月１３日(土)１６時からの夏祭り日程について

協議いたしました。夏祭りでは コンプレッサー さんの

マジックショー・ポン菓子実演販売等企画しました。

8月13日（土）午後4時～7時

ゲームコーナー

いろいろな

ゲームで楽しもう

販売もしています

ポン菓子

先着８０名進呈

ビンゴゲーム大会
ゲーム券 100円

（3回ゲームが楽しめます。)

【メンバー】

山道 精一・西岡 保・横道 寿一・前田 義雄・金山 隆・栗山 仁視

農協青年部夜店

焼きそば

フランクフルト

ジュース等

カラーボール



すまいる広場の様子と８月のご案内

７月２日スポーツインストラクターによるゲームを取り入れた

楽しい運動を真剣にとりくみました。

夏休み子供教室

８月４日（木） 書道教室

８月５日（金） 絵画教室

８月９日（火） 移動図書館

時間 午前９時～１１時３０分

場所 東太美交流センター

サロンなごみの風景

ご案内

なごみごらく部《手芸》 なごみごらく部《健康マージャン》
８月１０日（水）

午後１時３０分～午後４時３０分

クラフトバンドでかご作り

材料費 ６００円

８月２５日（木）

午前９時３０分～午後４時３０分

６月２７日

華やかなフラダンス

７月１１日

福寿大学とコラボでマジックショーを楽し

みました。

７月４日健康講座

オーラルフレイルにならないために舌の運動やかむ力をつけ

ることの大切さを学びました。

１日

８日

1５日

貯筋体操

血圧測定

くらしの保健室（ウンチのおはなし）

地域包括支援センター

サロン休み

ゲームで知るSDGs７５３運動

お盆

２２日 貯金体操 和太鼓演奏

【和太鼓 龍花】

２９日 ７５３運動
ハーモニカ演奏

【福井 宗豊さん】


