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石黒地域づくり協議会
電話/Fax 0763-52-4791
石黒地区の人口・世帯数（令和３年 1２月 現在）
男性 990 女性 1,024 計 2,014 人 世帯数 666 戸

◎ 「年頭にあたって」

ishikuro.kmn@gmail.com
HP https://ishikuro-kc.7104.info/

石黒地域づくり協議会 会長

北島 清

新年あけましておめでとうございます。
皆様におかれましては、ご家族ともにご健勝で新しい年を迎えられたことと お慶び申し上げ
ます。
一昨年からのコロナウィルスの影響により、昨年は多くの当地域の行事が中止となりました。
年の終わりになり、ようやく下火となり終息への期待が大きくふくらみ、酒席等も復活の兆し
が少し見られたことにより、多くの飲食・宿泊関係者の期待も大きかったのではないかと思いま
す。ところが、新年になり、オミクロン株を主体とした急激な広がりにより、またもや多くの行
事が中止や縮小になるのではないかと今後が心配されます。
この状況下で、これからの当地区の行事も皆様からのいろいろの意見を聞きながら、可否判断
をしてまいりたいと考えます。
このような時こそ地域の問題点を考えてみたり、新たな行事の構想をしてみたりしていただく
ことも必要ではないでしょうか。
昨年末に桑寿会の皆様を対象として「地域サロン活動」のアンケートを実施しました。集計が
大体終わりましたので、順次結果を広報にて公表いたしたいと考えます。そして、今後の高齢者
の方々の活力と元気のためのプログラムを考える材料として活用したいと思います。
さて、このような状況下で 2 月１１日には、２年ぶりに道の駅福光で「雪あかり祭り」が規模
を縮小して開催されます。
皆様には、地域の行事として各自でコロナ対策を行っていただき、ご参集いただきますよう お
願い申し上げます。
今後とも地域の問題をより解決できるよう少しでも努力をして、住みよい地域に皆様といっし
ょに考え、実行していきたいと思っています。
本年もよろしくお願い申し上げまして、年頭のご挨拶といたします。

祝 新成人の皆さん

《石黒地区新成人》

おめでとうございます

《謝辞 新成人代表 神田亮太さん》

１月９日（日）「令和４年 南砺市福光地域成人式」が 福光中央会館 ５階大ホールで開催され、
福光地域 :１５３名（石黒地区 :１９名）の方が 成人を迎えられました。
第5部 記念式典では、市長による式辞、来賓の祝辞、記念品贈呈 山田沙和さん(山田)が授与
され、石黒地区(中ノ江)の 神田亮太さんが 新成人代表で 謝辞を述べられました。
第二部『はたちのつどい』中学校の思い出をまとめたスライドが上映され、恩師の祝辞、実行
委員が 近況/抱負を述べられました。
ご両親をはじめ、ご家族の皆様本当におめでとうございます。
新成人の皆様のこれからのご活躍を心からお祈りいたします。
写真の電子データーをご希望の方は、交流センターへ連絡ください。

◎ 消防団石黒分団による初放水

(石黒地区から火事を出さない)

石黒地区消防団員による初放水が 1 月 8 日(土) 行われました。
石黒地区から火事を出さない。そのためには、各家庭において 火に対する油断をなくし、
念には念の慎重さで 火と付き合うことが肝心です。

◎ 自治会長会 会議開催（新旧交代）

１月１５日(土)

自治会長会会議 １月１５日(土) 開催。協議内容 及び 報告事項は下記の通りです。
（5） 令和４年度石黒地域づくり協議会 新旧理事顔合せ/自己紹介
新理事３名 法林寺）河合 彦光 川合田）織田 敏之
松木）大浦 義憲
よろしくお願いします。
旧理事３名 法林寺）中川 功
川合田）池田 誠二
松木）吉田 正明
本当にご苦労様でした。
※ 尚、中川 功様は 理事は退任されますが、協議会の副会長は継続されます。
（2）人事に関する案件
・南砺市土地改良区役員等の推薦依頼
１月 2０日(木)提出期限
・南砺市スポーツ推進委員の推薦依頼
２月２５日(金)提出期限
・南砺市男女共同参画推進員の推薦依頼
２月１０日(木)提出期限
・令和４年度 民生委員/児童委員の一斉改選(R4.12/1) 候補者推薦依頼 ８月上旬
（3）消防団再編の取組みについて(案) ⇒ 消防団員数の見直し 石黒地区 4 名増
福光全体では 4６名減
（4）新型コロナウイルス感染症 3 回目のワクチン接種 ⇒ 次項を参照願います。
（5）剪定枝特別回収の実施について ⇒ 春と秋の 2 回実施予定 詳細は別途連絡
◎

『地域サロン活動』アンケートのお礼 及び 集計結果報告
皆様ご壮健で、良き新年をお迎えられた事とお慶び申し上げます。

昨年は、コロナ感染症で始まり福祉部会としても十分な活動が出来ませんでしたが、サロン
アンケートを実施し、390 名の皆様から ご回答を頂き 回収率 70.6％ でした。
ご協力頂いた皆様方に厚くお礼を申し上げます。
アンケート集計結果の一部ですが下記表の様になりました。この重要なデーターを今後の福祉
部会の活動に活用させていただきます。また、サロン活動は 指導者等の都合も有り 回答の多い
順番には成らないと思いますが、少しずつ充実してまいります。
本年も、石黒地域づくり協議会に変わりなくご協力ご尽力賜り、皆様が健やかな一年で有るよう
お祈りします。
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◎ 第 22 回ふくみつ雪あかり祭り

道の駅福光にて 規模縮小し開催

・開催会場： 道の駅福光
・日 時 ： 令和４年２月１１日(金) 天候不良時は １２日(土)又は１３日(日)へ順延
・紙風船上げ開始 １５時～
終了時間 ２０時
・実施内容： 規模を縮小して開催
（ステージ発表、飲食、休憩ブースは 取止め）
・紙風船上げ 約１５基を予定
・新たな企画として紙風船上げの様子を YouTube にてライブ配信。
※ 消防団、交通安全協会石黒支部の皆様 紙風船上げ 及び 駐車の
誘導等のご支援よろしくお願い致します。

◎ 新型コロナウイルス感染症ワクチン追加接種（３回目）について
➢ 対象者
新型コロナワクチン 2 回目接種を完了した日から、原則 8 か月以上経過した 18 歳以上の方
（接種券がお手元に届いている方）
➢ 3 回目接種券の発送時期
２回目のワクチン接種時期によって、３回目の接種券の発送時期が異なります。
・２回目のワクチン接種 R３年３月～５月の方 ……
・２回目のワクチン接種 R３年６月以降の方
……

接種券 発送済み
８か月到達前までに随時発送

➢ ３回目接種予約方法
・予約開始 ： 1 月 24 日（月）午前９時 ～（接種券がお手元に届いている方）
・インターネット予約（南砺市ホームページ）
https://www.city.nanto.toyama.jp/cms-sypher/www/info/detail.jsp?id=24512
・ワクチン接種コールセンター
電話番号：０７６３-５３-００６１
受付時間：９時～１７時(土日も対応)

➢ ３回目接種体制(18 歳以上)：医療機関での個別接種 と 下記会場での集団接種の２通り
《個別接種》
・開始予定日 ：
・実施医療機関：
《集団接種》
・開始予定日 ：
・会 場
：

令和 ４年 ２月 １日（火）
市内１８医療機関
令和 ４年 ２月１９日（土）(※ 福野市民センターは、２月６日に前倒し)
福光会館・福野市民センター・井波市民センター・城端市民センター

◎ ラージボール卓球教室は『 中止 』致します。
➢ 新型コロナウイルス感染症の拡大により、今年度も中止させて頂きます。

