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生涯学習子育て部会 開催

４月２８日（木）第１回生涯学習子育て部会が開催

され、令和４年度の事業について、新型コロナウイル

ス感染拡大防止を考慮して、運動会、盆踊りを中止し、

新たにパークゴルフ大会、夏祭りを開催するとの説明がありました。

また、各事業に実行委員や協力者を設け、事業の充実化を図ることになりました。

南砺市　世帯数　17,528戸（+31) 福光地域 世帯数 5,904戸 ( +14) 東太美地区　世帯数 333戸（±0）

男　　23,178人（-28） 男　　　7,787人（-5） 男　　   522人（ -1）　

女　　25,071人（-35） 女　　　8,404人（-5） 女　　   527人  ( -3）

合計　48,249人（-63） 合計　  16,191人（-10）　 合計　1,049人（ -4）

令和4年4月末現在　人口・世帯数　※（　）内は先月比

５月１０日（火）講師になんと未来支援センターの

森田さんを招き、スマホ教室が開催されました。

LINEの使い方、スマホについての疑問等教えていただ

きました。

行政推進員会議・地域づくり小委員会 開催

（生涯学習子育て部会）

（生涯学習子育て部会）

（地域づくり部会）

５月１０日（火）リモートで行政推進員会議が開催され、南砺で暮らしません

課などの担当課より行政推進委員の役割、南砺市への問い合わせ先、各種補助金

などの説明がありました。

その後、地域づくり小委員会が開催され、連絡事項として小矢部川上流用水土

地改良区総代候補者届の提出、民生委員・児童委員の一斉改選について等の説明

がありました。

スマホ教室 開催



日付 曜日 時　間

1 水  13:00～15:30

4 土  13:30～16:30

6 月 　9:30～11:30

8 水 初音会  13:00～15:30

9 木  13:30～16:30

11 土 秋桜会  14:00～16:00

13 月 　9:30～11:30

16 木  13:30～15:00

20 月 　9:30～11:30

23 木 なごみごらく部（健康マージャン） 　9:30～16:30

27 月 サロン「なごみ」   9:30～11:30

29 水  16:00～17:00グリーン会

ホール

和室

ホール

福寿大学

サロン「なごみ」 ホール

和室

内　容 場　所

すまいる広場 全館

ホール

会議室なごみごらく部（手芸）

サロン「なごみ」

ホール

初音会

サロン「なごみ」 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

防災部会 開催

５月１２日（木）防災部会が開催され、奥野益成氏

に防災部会長をお願いしました。

奥野部会長の進行による緊急連絡網・組織編成の見

直しや、南砺市総務課防災危機管理係から「南砺市防

災アプリ」・「なんと！緊急メールサービス」の紹介等がありました。また、

昨年実施できなかった自主防災訓練（安否確認）を８月２８日（月）に実施する

ことになりました。（詳しい内容は改めてご案内いたします）

緑の募金について

南砺市では、「緑の募金」として、「街頭募金」と「職場募金」に取り組で

きていますが、令和４年度より「家庭募金」にも取り組むこととなりました。

緑化推進や森林整備のために、市民参加による各家庭への募金活動ではありま

すが、東太美地域づくり協議会では、皆様からいただきました協議会会費から、

１戸当たり３０円、合計８,８５０円寄付いたしました。

（防災部会）

【電話一覧表 一部訂正】

先日、配布しました電話一覧表で電話番号に訂正がありました。

正しくは以下のとおりです。

誤）中西 剛 ７７－４１２３  正）中西 剛 ７７－４６１８

東太美交流センター 事務局

【６月すまいる広場】



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

運動靴で参加下さい。

パークゴルフに興味のある方、どなたでも是非参加下さい。

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

氏　名 年齢住　所 連絡先

交流センターポストに投函下さい。

サロンなごみの風景

４月２５日 ギター演奏 ５月２日 健診結果で自分を知ろう！

５月９日 トランプ大会

５月１６日 防火の話と防火訓練

6日

13日

20日

貯筋体操

血圧測定

笑いヨガ

【大井手恵子さん】

貯筋体操

脳の体操（まちがいさがし）７５３運動

文化祭展示用

【折り紙で作るお花】

２7日 ７５３運動 フラダンス

【JAハワイアン】

演歌とフォークソングの歌と

演奏で、魅了されました。

童心に帰って盛り上がりました。

通報から

避難誘導まで

速やかに行わ

れました。

【なごみごらく部（手芸）】のご案内

【なごみごらく部（健康マージャン）】のご案内

６月９日（木）午後１時３０分～午後４時３０分

材料費 １００円 持参ください

６月２３日（木）午前９時３０分～午後４時３０分

田仕事の一休みにお仲間を誘って来てください。

【６月すまいる広場】

６月４日（土）午後１時３０分～午後４時３０分

内 容 すまいるミニ運動・七夕飾り

５月１２日（木）なごみごらく部（手芸教室）でクラフトバンド

で丈夫な編みかごをつくりました。

陶芸に興味のある方も歓迎 

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

陶芸体験してみませんか 

みなさんの参加をお待ちしています。

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。



サロンなごみの風景

４月２５日 ギター演奏 ５月２日 健診結果で自分を知ろう！
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田仕事の一休みにお仲間を誘って来てください。

【６月すまいる広場】

６月４日（土）午後１時３０分～午後４時３０分

内 容 すまいるミニ運動・七夕飾り

５月１２日（木）なごみごらく部（手芸教室）でクラフトバンド

で丈夫な編みかごをつくりました。


