
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新緑の候、皆様方には益々ご清栄の事とお慶び申し上げます。 

日頃は地域づくり協議会の運営に格別のご理解とご協力を賜り厚くお礼を申し上げます。 

さて私事ですがこの度の令和 3 年度石黒地域づくり協議会の総会で退任する事になりました。 

平成 26 年に就任してから 7 年と 3 か月間、長いようであっという間に過ぎた年月でした。  

この間、大きな変化が 2 件ありました。 

① 令和元年に「小規模多機能自治の推進」により今までの石黒自治振興会、石黒公民館、石黒 

地区社会福祉協議会の 3 組織を一本化に統合して石黒地域づくり協議会として再出発した事 

②  令和 2 年の春から新型コロナウイルス感染症が世界中・日本国内蔓延による日常生活が変化 

して、コロナ感染防止（3 密・消毒・換気・ソ一シャルデスタント等）の観点から令和 2 年 

  度の協議会の事業計画実施が次々と中止に追い込まれました判断は断腸の思いでした。 

盆踊り大会、運動会、敬老会、文化祭等々皆さんの楽しみにされていた行事計画が出来ず 

大変申し訳御座いませんでした。新型コロナウイルス感染症が早期に終息を願うばかりです。 

新会長の北島清さんを中心に石黒地域づくり協議会がワンチ一ムとなってコロナ禍対応検討、 

課題解決等々に頑張りましょう。 

結びに、地域の方々様・自治会長さん方々様・各団体さん方々様長い間、ご支援・ご協力を 

頂き心からお礼申します。ありがとうございました。 

 

 

 

 

《 就任のご挨拶 》 

 この度の総会にて、石黒地域づくり協議会会長に就任いたしました。 

 もとより浅学・菲才でこのような大役に耐えうる素質は全く持ち合わせていませんが、石黒地域の

皆様のご協力を得まして、なんとか任期を全うしたいと思っておりますのでご支援のほどよろしくお

願い申し上げます。 

 前任の東田喜代志様におかれましては、７年と３か月に渡り石黒地域発展のためにご尽力をされま

したこと、心より敬意と感謝申し上げます。特に、以前の自治振興会体制から地域づくり協議会組織

への大きな変革に際しましては、東田様の的確な実行力無しには現在の基盤が出来上がらなかったと

感じております。この功績に対し感謝申し上げますとともに、これからも相談役として当協議会に対

しご助言いただきますようお願い申し上げます。 

 さて、この石黒地域づくり協議会として発足して今年度で３年目を迎えます。昨年春から全世界で

猛威を振るっています新型コロナウイルスは、変位種の拡散による第４波の到来とも言われ、いまだ

収束する気配が見られません。この一連の影響により、昨年から当地区のあらゆる行事が「中止」と
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◎ 「会長退任の挨拶」      前石黒地域づくり協議会 会長 東田喜代志 

◎  

◎ 「新会長の挨拶」         石黒地域づくり協議会 会長  北島 清 

◎  
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いう状況が続いています。南砺市では、ワクチン接種が５月より、６５歳以上の高齢者から順次実施

されることが発表されました。希望する方全員の接種が終了するまで、今後も各種行事は、中止や縮

小などの制約された形で実施せざるを得ないことが想定されます。なにとぞ皆様のご理解を賜りたい

と思います。 

 このような中においても休むことなく、石黒地域の住み良さの向上やいろいろな問題点の解消に向

かって、当協議会役員の皆様といっしょに考えていくことが必要であると思います。地域住民の皆様

におかれましては、忌憚のないご意見や要望をお聞かせいただきたいと思いますし、決定したことに

関しては、全員のご協力をいただきますことをお願い申し上げまして、就任のご挨拶といたします。 

 

  第３回石黒地域づくり協議会「運営委員会」が３月１３日(土)開催されました。 

 

   ４月１８日（日）午後２時より、石黒交流センター トレーニング室において、令和３年度石

黒地域づくり協議会総会が開催され、４７名の出席者の中進められました。 

   議長に生涯学習・スポーツ部会副部会長の清水哲也氏が選任され、次の議事が審議されました。 

   第１号議案 令和２年度事業活動報告 

   第２号議案 令和２年度収支決算報告、監査報告 

   第３号議案 会則の改正（案）の承認 

   第４号議案 新役員（案）の承認 

   第５号議案 令和３年度事業計画（案） 

   第６号議案 令和３年度収支予算（案） 

   いずれの議案についても、提案通り承認されました。 

   新役員（案）承認の後、退任されます東田会長と新しく就任されます北島会長のご挨拶を頂き

ました。東田会長には、長い間リードいただき誠にありがとうございました。また、北島新会長

にはこれからどうぞよろしくお願い申し上げます。 

 

   議事が終了後、ご臨席賜りました武田慎一富山県議会議員、中段晴伸南砺市議会議員、そして

杉田晴記南砺警察署石黒駐在所長の各ご来賓から、お祝いのお言葉を頂きました。 

  

  

◎  令和３年度石黒地域づくり協議会総会開催される  ４月１８日（日） 

新会長 北島 清 

前会長 東田 喜代志 

祝辞 県議会議員 武田 慎一 



 

 

 

 

   石黒桑寿会 令和３年度定期総会 ３月２７日(土) 石黒交流センターにて、来賓 石黒地域 

づくり協議会 会長 東田喜代志様、南砺市議会議員 中段晴伸様、石黒駐在所 杉田晴記様、 

石黒地区センター長 大島谷仁様を迎えて開催しました。 

 令和２年度の活動状況をふりかえってみると、新型コロナウイルス感染症に見舞われ福光 

老連合会、石黒桑寿会の行事が感染拡大防止のため 次々と中止になりました。 

 

その中で活動の一つとして、交通安全コンクールで『無事故・無違反』を見事に達成し、 

幹部研修会の席で表彰されました。令和３年度も引き続き挑戦中です。 

 ・福光老連シルバー交通安全コンクール 令和１年９月１日～令和２年８月３１日の１年間 

    １０人で１チーム ４チーム参加（法林寺／中ノ江／松木／岩木） 

石黒桑寿会 ２チーム（松木／岩木）達成。 

・令和２年度 富山県交通安全チャレンジ－１・２・３運動に参加 

    チーム全員が１２３日間 無事故無違反、石黒桑寿会より高齢者部門に６チーム（１２名） 

    見事達成される。 

   ・桑寿会会員で、数え年１００歳を迎えられた５名に長寿のお祝いとして商品券を贈呈。 

    『桐木 きみ 様（和泉）、南山 光子 様（定竜寺）、片岡 はる 様（中ノ江） 

石崎 なつ子 様（和泉）、中居 十蔵 様（岩木）』 おめでとうございます。 

・令和２年度福光老連老人クラブ大会（中止）表彰者に 前会長 山田 稔さん、前女性部長 

石崎 百合子さんに 授与されました。 

 

   令和３年度福光老連行事の中止連絡について 

     ５月:シルバースポーツ大会、６月:保養旅行、８月:健康麻将大会 中止決定。それ以降 

    については、６月理事会にて決定。  

 

   

 

 

 

 

 

先月の桑山２２号でご案内しました、第４３回全国選抜高校テニス大会の結果について 

ご報告致します。 

 

期 日：令和 ３年 ３月２０日（土）～ ２６日（金） 

会 場：博多の森テニス競技場「サンドフィル」 福岡市博多区東平尾公園 １-１-１ 

 

 

◎ 石黒桑寿会 定期総会開催される       ３月２７日（木） 

◎ 第４３回全国選抜高校テニス大会の結果報告について 



➢ 砂田未樹さん 川合田地区出身 松商学園高等学校(長野県) １年生 

日付  対 戦 高 校 砂田未樹さん 松商学園ﾁｰﾑ 

3/21 １回戦 松商学園 シード校のため対戦無し － － 

3/22 ２回戦 京都外大西（京都）と対戦 6-4 勝ち 4-1 勝ち 

3/23 ３回戦 北陸学院（石川）と対戦 8-1 勝ち 3-0 勝ち 

3/23 準々決勝 沖縄尚学（沖縄）と対戦 9-7 勝ち 3-1 勝ち 

3/24 準決勝 四日市商業（三重）と対戦 2-6, 3-6 負け 1-3 負け 

 

松商学園は、四日市商業に 1-3 で敗れ、 

初の決勝進出はならなかったものの、 

第 2 シングルスの砂田未樹さんを軸に 

高い総合力で勝ち進み、4 強入りを果たす。 

大変 素晴らしい結果であります。 

  

 尾山倭子さん 中ノ江地区出身 

北陸学院高等学校(石川県) １年生 

全国大会の３回戦まで進まれ、松商学園に敗れるも 誇れる結果です。 

石黒住民として、砂田未樹さん、尾山倭子さんの ますますのご活躍を期待しております。 

 

 

 

 

 

  今回はコロナ禍を踏まえて規模を縮小して 

『 かっぱ川柳、かっぱ供養、棟方志功ねぶた行灯 』 
にて  開催予定です。 

    ・日 時  ： ６月１３日(日) １４：００ ～ 

    ・開催場所 ： 道の駅福光 南砺市中ノ江２１ 

    《 だまし川、ほたる、かっぱ 》を 

テーマに 川柳を募集しています。 
    ♪ 村長賞 （１点）： VISA ギフトカード １０,０００円分と副賞 

♪ 助役賞 （１点）： VISA ギフトカード   ５,０００円分と副賞 

♪ 家老賞 （１点）： VISA ギフトカード  ３,０００円分と副賞 

♪ 目付役賞（若干）： 副賞（地元特産品） 

※ 作品締切り： ６月１０日 必着とします。（一人 ２作品まで） 

  詳細は、道の駅福光 ホームページ http://www.fukumitsu.net/index.html  

◎ 規模を縮小して『だまし川の蛍とかっぱ村祭り』を開催予定 

 

砂田未樹さん 

http://www.fukumitsu.net/index.html

