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下粟津町勢
(平成25年31傾在) (2拝3別

世帯数　5551#帯(552世帯)
PJ民数1,995名(1,988名)

男子　955名( 960手′.)

女子1,040名(102綿1

下粟津WJ公比館　TTTjLJ14-3123

事務局,T2付時間
月曜El-金曜R午前9 00-午後1.00

円木十曜E]　午前9:OO-午後4 00
(竃亨は町内会長)ホームページ　http.//vJVuW3 ocn ne ｣p/-shlmOaWa/

後列(左より)西出茂樹･肩　和夫･藤元政孝･新川隆雄･金益勝雄･小林順一

前列(左より)小乗敏政･北　明史･乗　秀昭･田中良一･松本優二･松山正良

就倭のごあいさつ

町内会長　EE中　良一

町内の皆様方には回覧でこ存じの
通り､今年も昨年にひき続き町内会長を引き受ける事になりました｡

昨年は皆様方の｢｣協力のおかげで

無事大役を果たす事が出来ました事を感謝申し上げますo今年一年､町内の皆様方と共に住みやすい町づくりに全力で取り組んでいきたいと思います｡

昨年よりも'今年の方が自分なり

にすごく緊張していますが精L杯頑張りたいと思いますo町内も今年は新幹線の事でいろいろと問題が起きてくると思われますが､町内会としては委員会を立ち上げていろんな問題に対処していければと考えておりますo

昨年同様の皆様方のこ協力をよろ
しくお願い致しますo

･　　-
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町内会役員

町　内　会　長　EE]中　良一

町内会長代理兼公民醐長　束　　秀昭

町内会副会長　北　　明史

〝　　　　松本　優二

協議委員長小乗　敏政

協　議　委　員　新川　隆雄

//　　　藤元　政孝

平成二十五年度
下粟津町役員

く),吾種団体役員

第一老人会会長　新川　司郎

第二老人会会長　市村　昭二

親　　和　　会橋　　孝三

壮年会会長小林　順考　　　　l/　　　金益　聯雄

子供会会長肩　和宏　　　　　〝　　　肩　和夫

民生委員協議会会長　飛田　勇治

主任児童要具穴田　修意　　匠≡正;転∃巨莞ヨヨ

社会福祉協議会会長表　　繁　委　　員　　長松山　正良

生産組合長田淵　春夫　副　委　員　長小林　順一

消　　防　　Ei)棚場　竹志　委　　　　員堂　喜久

交通推進隊宮村　邦雄　　　　//　　松山　外幸

//　　　島崎　義久

//　　　神壬享　周毅

//　　　穴田　昭一

〈〉組　長　◇女性艶Ⅶ｣

大田　和子

村田　真希

棚場　純子

告敷　博子

中田　直子

奈良　珠世

宮田　陸棄

小林留美子

村岡外茂子

坂本　彰子

野口　和子

林　久美子

i:;L:i

薫拭き色数

ニ〟:{　北　一　組西出雲代志

北　二　組　益子　和幸

乗　　　　組　窪田　富男

中　　　　絶　池村　明彦

西-の一組　向坂千恵子

西-の二組西森　良介

西　二　組　大野　友治

西　三　組　小阪　浩一

南　一　組　木戸口保之

南二の一組前田　恭孝

南二の二組副　折野　幸二

南　　三　組　北　　守正

南　四　組　宮本　明彦　　　芝木基久恵

繭　玉　組加治屋新一　　　只野外志子

大晦日の両コで､年越の神社の当番

は､体に応えたが､うれしい出会いがありJ J心が温まりました0

年が明け､参拝客が一段落した頃､

赤ちゃんを抱いた若いお母さんが来られたので'拝殿へ上がるよう勧めたo｢寒い中をようこそ-･｣と話しかけると､｢氏神さまですから　　｣の言葉が返ってきた｡更に､大きなお宮さんより'氏神さまが一番大事､初詣はここで充分との､うれしい話｡

初詣､七五三と二二口えば､有名な神

社だけに行くのが定番の御時世､若いお母さんに念を押された思いでしたo

氏神はー私たちと私達の地域を見
守ってくれる身近で大事な守護神であるはずです｡

参拝を終え'キャンドルロードの

灯りの参道を行くお二人の背に､幸せを祈りましたQ

公民館館長　乗　　秀昭

平成も四半世紀の節目である二五
年目の新年を例年になく大雪で迎えました｡

町民各位におかれましても､気持

ちも新たに新年をお祝いされたことと存じます｡

今年は､政権も新しくなり､年明

けから経済面では明るい兆しが見えて来ているように感じ､今後更に期待が高まるところですD
ところで､公民館舘長は､昨年ま

では町内会会長が兼務をfJれておりましたが､各方面からの要請等があり､今年度から公民館館長は､代理副会長が就く方針が､今年度の予算総会で決議され､今年度'公民館館長を務めさせていただく事になりました｡

さて､今年度の公民館活動のキャ

ッチフレーズは｢継続と改革｣です｡役員一同は､主役である町民の目線に立ち､良いものは継続し､見直すべきことは蹟蹟無く見直しを図り､子供からお年寄りの方々まで､より多くの町民が'楽しく､愉快に､そして気軽に参加できる行事運営を心がけて活動して参ります｡

このため､私は主事を中心とする
役昌の方々が活動しやすい環境つくりに努めますo

まずは､役員間の円滑な意思疎通二つは､町内会との連携三つ目は､町外関連組織との連帯以上≡点に軸足をおいた役割を担
いたいと思いますo

公民脂活動は､町内を活性化させ
る言わばエンジンです｡そのエンジンが快調に働き続けるためにも､町民の皆様方から己心博のないご意見､こ要望をお聞かせ膜えれば幸いですo

最後に'今年度も円滑な公民館活
動に､ご理解と協力とをどうぞよろしくお願い致しますo
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警

東野やす子●四四･一八〇一
平成十｣八年八月に発足の読書会です｡

会名のらかん樹は､当町内西出興三郎氏屋敷跡にある樹齢七五〇年程(昭和四十五年に七〇〇年前後と推定と説明版にある)の羅漢樹から付けました｡

現在会員は九名､毎月第-月曜夜七
時半より下粟津会館にて､読書の感柑心を話し合っています｡同じ本を読んでも､自分の気付かなかったことを知らされたり､あるいは共感し合ったりと､学ぶことが多くありますo

課題本はJ毎月一冊県立図書館の十冊
文庫から選び､小

ドにて練習を行っていますので､今年度は新メンバーも加入し昨年以上に盛り上がっています｡また､1 8歳以上の社会人であればどなたでも参加できます｡興味のある方は気軽に声を掛けて下さい｡
年齢性別は問いませんoまた､選手希望でない方(例　スコア

ラー)も歓迎いたします｡
｢一緒に勝利の芙酒を飲みましょう｣

皆さんも慌しい日常のほんのひとと

き墨の香漂う中に身を置いて非日常を楽しんでみませんか｡

子供や孫たちの使い古した筆視で充
分です｡

でも1 2チーム中8位の成績となり､何とか上部リークに残ることができました｡(下部リークとは3チームずつ入替)

昨年新人が加わりましたが､依然とし

て平均年齢は高く､1 8歳以上の方から参加ができますので､腕自慢､足自慢(のど自慢もo)の方からの連結をお待ちしておりますo

日曜日早朝の運動から始まる1日は､

かなり長～い時間を楽しむことができますよD

松図書館を通して借り受けています｡本に興味のある方､
一緒に読みません

かっ　お待ちしています｡

墨心会主宰の福田樹峰先生に師事し
て十一年Rlになりますo

私達は日常生活に必要な冠婚葬祭用
の表書きや芳名帳年賀状など膳することなく筆で書ければいいなあ-0

そんな思いで臨んでいますo今､会員一同は四月上旬市民ギャラリ

ールプレで開催される書道展に向けて､

小松　史郎●四四･五七〇八
L撫育日)毎遇士昨日

千線七時三十分より

毎週土曜日の夕方(ナイター照明点
灯が日印)から'矢田野小学校クラウン

自分の好きな言葉や'詩歌･｣ハ字名号とそれぞれ個性豊かな作品製作に余念がありません｡

白い紙と墨の香という非日常に身を
置き､心地よい無の時を楽しんでいます｡古典の研ぎすまされた緑は遥かに遠く'思うようにならない筆運びに苦心しています｡さわやかな疲労感の後は､和やかなおしゃべりタイムを楽しんでいます｡

又､今年は"名品にふれる旅"を企画し

たいとE],:jつていますo

員豊艶撃票㍍

野口　一言●四四｣二三五三
私たちは小松南部ソフトボールリー

クに所属し14月から9月にかけて日曜日朝5時50分または7時1 0分から試合を行っております(年間‖試合)｡昨年はケガや体調が悪化し欠場となる選手が例年より多く､このため各試合はギリギリの人数で行うこととなりました.それ

聞地　君子●四四･四三八三
私達は本年度より､グループ名を大正

琴下粟津教室になりましたので'よろしくお願い致しますo

平成五年より始めてもう二十年にな

り'今はハ名で頑張っています｡

おけい古は､第丁第三の金曜日の午後'
先生のご指導で練習しています｡

昨年の公民館祭りに出させていただ

きありがとう｢｣ざいました｡

町内の皆さん､大正琴を習って貝よう

と思われる方達で､
一グループを作って

見ませんか､是非そうなる事を願っておりますo

中田勉
タイプライタ
  

中田勉
タイプライタ
  

中田勉
タイプライタ
 

中田勉
タイプライタ
 

中田勉
タイプライタ
  

中田勉
タイプライタ
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向坂千恵子●
昨年の文化祭では二人一人吟じさせて

いただき､とてもよい経験になりました｡現在､女性だけでなく､男性会員も増えており､和やかな雰囲気で練習に励んでいますので､男性の方でも気軽に参加していただけます｡会員の中には､八十歳から習い始めた方もいます｡詩吟を始めるのに年齢は関係ありません｡詩吟は､声を出すことでリフレッシュすると同時に'漢詩の良さも味わうことができます｡

すo

太極拳は無理のないゆっくりした動
作で体重移動をし大腿四頭筋を強化しますQ

｢継続は力なり｣と一言いますが自分も
して良く分かりますo男女､年令に関係なくだれでも出来ます｡

皆さんも一度体験してみませんか｡お待ちしていますo

現在､2名です

が仲間が増える事大歓迎ですo

歌謡舞踊民謡民舞を健康の為､無理
なく前向きにl皆仲良く踊っていますo

始めはむずかしいといっていても､し

ばらくすると､もう出来て来ますo

常に明るく､笑いの絶えない'な亡や

かな雰囲気に包まれた会です｡

興味を持った方､是非一度'体験しにいらしてください｡お待ちしておりますo

松本　敏春●四三｣一七八一
伝統ある加賀太鼓を通じ､地域の人

達に喜んでもらえるよう練習､活動しています｡

昨年は､内灘での石川の太鼓をはじめ､

ジュニアコンクール'地元での崇りなどに参加させていただきましたo

初心者向けの曲もあり､これから太鼓

を始めてみたいという方大歓迎です｡

楽しい太鼓をモットーに､今年もいろ

いろなイベントに参加していきたいと思

一度は､気軽に覗いて下さい｡

心より､お待

ちしておりますo

小乗　快美●四四⊥六七九
元日の社務所での新春茶会｡漠と澄

んだ空気の中で釜の音を聞き､初詣の町の方々へのl服を点て､お茶の会の一年が始まります｡

春には､矢田野保育所のお茶会o
子供達の初めての体験へのお手伝いをしますo子供達の緊張の中の笑顔がすてさです｡

秋､公民館崇りでのお茶席.

町民の集いの中で'親睦をより深めていただければと思いますo

皆様も是非'一緒に季節を感じてみま

せんか｡

今年の春から十三年日に入ります｡
一月から先生も変られ､心機一転皆さんも頑張っていますo

人は一番に足腰がだめになると言いま

いますので､応援よろしくお願いしますo

練習日は､

毎週火曜日1時からですo

ボケ防止にと､未知の世界に入り､始

めた三味線です.日々を重ねるr.I)とに､三味の音色に魅力を感じ'静寂の中にも力強い津軽三味線の躍動を表現できる技術の向上を目指し､加賀山昭輝師の下､練習に励んでいます｡

中田勉
タイプライタ
 

中田勉
タイプライタ
  

中田勉
タイプライタ
  

中田勉
タイプライタ
 

中田勉
タイプライタ
  

中田勉
タイプライタ
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二月十日(日)午前十時よりへこまつドーム集会室にて
第二十六回天EE野校下立志のつどいが行われましたo今年は下粟津からは二十五名の中学二年生の方が対象となりました｡

来賓の方々より暖かいはなむけの二二口葉を頂き､記念品贈

呈､立志者代表による誓いの言葉と続き､J-CA北陸支部の方による｢もしJ世界が100人の村だったら｣と題したワークショップ形式の記念出前講座がありました｡

国際協力や開発途上国の現状について､講師の方の実体
験に基づいた話やゲームを通じて学びました｡

(立志･元服にちなんで数え年の十五
歳を祝う行事｡参加者は､将来の決意や目標などを明らかにすることで､おとなになる白覚を深めるD)

小嶋　美紅高橋　　龍中田優里菜牧　　大虎山花古酒山中清北山
田森出井口出水原本

桃玲七瑛fl]夕聡障害
香奈栗史平子太矢菓

石川麻依子西出　磨生松山　志穂田中　彩音大桑　達成小竹　夏契小乗　知朗庭田　朱梨美濃　彩花森　　春樹大野　嵩仁藤元　勇沙
(二十五名)
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ハ楽をり趣 
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平成二十五年度公民館主事に任命さ
れました西出茂樹と申します｡どうぞ宜しくお願い致しますo

長い歴史のある下粟津町町内会にお
きまして当初公民館活動における運営について貢献できるか不安もありましたが､お引き受けした以上諸先輩方が築き上げられた成果を踏まえながら及ぶ限りの努力をしていきますので｢｣理解とご支援を頂きたく存じます｡

町民の皆様方には今年度の公民館行
事について事業の消化だけだとして形骸化させない為にも､より多くの町民の皆様が参加できるようにと工夫を凝らし皆様方に楽しんでいただける行事ごとの推進を行っていきたいと思っております｡又公民館の役割として､地域生活に根ざし､生活文化を高め､地域連帯の粁づくりを目標として運営等

の弾力化を図りながら'住民の参画･参加をより一層促進した一年としていきたいと思っております｡

これまでと同様町民の皆様､各種団
体の皆様が､楽しんで町内行事に参画できますよう公民絹役員一同努力いたしますのでご指導t r..)鞭捷'r./)儲力のほどお願い申し上げますo簡単ではありますが､就任の挨拶とさせていただきます｡

昭樹豊敏雅治祐　子秀茂　　修博順公純

出出　中場山　下場

乗　西南　畑浦松山棚公民館長

公民館主事

副　主　事

会　　　計

総　務　部

体育部長

文化部長

女性部長


