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令和４年３月 25 日発行 

                     発行 城端まちづくり協議会 

              城端交流センター 
               (城端勤労青少年ホーム内) 

TEL/FAX    0763-62-1066 

                      

 

(１) 環境・土木部会 

環境・土木部会では、城端地区の住みよい環境を創出するため、各町内の道路・河川・空き

地などの危険個所の洗い出しを継続し、要望書等を行政へ提出してその改善に向けた取り組

みを実施しています。また、元池清掃、なんとの日のクリーン運動等を活動しています。 

令和３年度は、コロナ禍での活動でしたが、「各町内からの要望対応」「地畠元池の草刈」

「なんとの日」クリーン運動」等の行事を実施しました。 

①各町内からの要望

事項の対応 

各町内からの住環境改善等の要望箇所につき、６月 27 日(日)(参加者数：

１３名)に、交流センターにて概要説明を行った後、新町勇崎製麺東側急傾斜

地、西下米原宅裏の急傾斜地等の現地を確認しました。 

各町内からの要望事項を検討の上、状況に応じて県/南砺市への積極的な要

望、城端まちづくり協議会での対応を進めました。 

②地畠元池の草刈 地畠元池は、国道 304 号線沿いの南町地内にある城端

地区の防火用水ため池です。 

 同行事は平成 23 年度からの継続事業で、夏・秋の２回

(7/11,10/17)、13 ヶ町内から各１～２名参加いただき、

元池周囲の草刈(刈払機、人力)を実施しました。 

③なんとの日 

クリーン運動 

「なんとの日(７月 10日)」クリーン運動として、７月

11 日(日)、13 ヶ町内の清掃(各町内の実態に合わせ、道

路(歩道部),公民館周り,神社等それぞれのごみ拾い,草

刈等：延べ 200 人以上)及び善徳寺境内(各町内分担で草

刈,落ち葉拾い等)を清掃しました。 

 

(２) 教育・文化部会 

 地域住民の暮らしに関連した事業や住民の教養を高める事業として、三世代交流事業、(親

子・一般向けの)研修旅行、美術館・博物館巡り、各種講座等の生涯学習活動の継続や文化・

スポーツに関する活動を企画しています。 

本年度は、昨年に引き続き、コロナによる影響で多くの事業が中止となりました。 

①楽しく、正しい 

ラジオ体操講習会 

夏休みを前にした 7月 4日(日)、全国ラジ

オ体操連盟公認の講師に来ていただき、城端

別院善徳寺にて、ラジオ体操の講習会(参加

者数：４３名（大人：３１名 子ども：１２

名）、参加費：無料)を開催いたしました。 

当日はあいにくの雨のため、善徳寺対面所

での開催でしたが、親子連れ、一般の方の多くの方に参加いただきました。 
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②善徳寺の寺内巡り・

腕輪念珠づくり 

7 月 15 日(木)、住職の案内により善徳寺寺内を見

学した後、腕輪念珠づくり体験(参加者:８名)を行

いました。 

③苔玉づくり教室 昨年に引き続き、お正月のしつらえとして簡単な

「苔玉づくり」教室(講師:千華園の石村修子さん, 

参加者数：１１名)を 11 月 12 日(金)、開催しました。 

④作品展示会 城端勤労青少年ホーム(指定管理者：城端まちづく

り協議会)で活動される団体の方等による作品展示

会を 11月 13 日(土)-14 日(日) の２日間(年に１回)

開催し、期間中延べ約 120 人の方が見学されました。 

会場内には、書道,絵画,俳句等各種講座の受講

生,講師の作品を展示し、城端まちづくり協議会は、

各部会の活動報告等のパネル展示を行いました。 

 また、編竹花しだれの会による編竹踊りを披露い

ただきました。 

➄秋の研修会 大型貸し切りバスでゆったりと、晩秋の北信濃・芸術鑑賞と秋の味覚を

楽しむ秋の研修会を 11月 17 日(水)実施しました(参加者数：21 名)。 

(北野美術館-善光寺-小布施北斎館-信州りんごの成田園のリンゴ狩り) 

当日は天候に恵まれ、晩秋の長野,芸術にひたるひと時を過ごしました。 

⑥カレンダー制作 

(城端地区) 

城端地区の代表的な風物詩をテーマとしたカレンダー(Ａ３版)を制作

し、全戸配布しました。 

⑦「昭和 30 年代の城

端線・氷見線」「懐か

しい城端の風情」 

上映会 

昭和 30 年代の城端線・氷見線や昔懐かしい城端の

風景(曳山祭/のど自慢ｺﾝｸｰﾙ/麦や祭り/懐かしい桜

ヶ池や海水浴)の映像による上映会(参加者数：50名,

入場無料)を 12 月５日(日),２回(昼/夜の部)、じょ

うはな座にて開催しました。 

⑧「ふるさと寺子屋 

支援 

「ふるさと寺子屋(主催：商工会青年部城端支部)」事業支援 

⑨コロナ禍で中止し

た事業 

当初計画していた「ペタンク大会」「餅つき」「文化祭」等は、コロナ

禍につき中止としました。 

 

(３) 福祉・健康部会 

 城端地区社会福祉協議会による高齢者の訪問見守り活動(ケアネット活動)、合

同サロン事業、敬老会事業等の活動を継続するともに、ゴミステーションの設置・

改修支援、米寿・誕生祝記念事業等の活動を企画・運営しています。 

 新規事業として、「健康体操」「資源集団回収事業」を開始しました。 

①ケアネット事業 「ケアネット活動」は、住み慣れた地域で高齢者が安心して暮らせるまちづくり

をめざして推進している事業で、民生・児童委員、地域福祉推進員等によるケアネ

ットチームで、見守り活動、声掛け運動等を推進・実施しています。 

令和３年度は、城端地区 13 チーム,チーム員 26 名,延支援者 625 名,支援回数
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2,977 回実施(4-12 月分,1-3 月未集計)しました。 

②新型コロナウイ

ルスワクチン接種

説明会 

 ワクチン接種の予約・受付に伴い、現状を把握して情報の共

有化を図り、混乱リスクを軽減することを目的として、各町内

の区長,民生委員等を対象にワクチン接種に関する説明会を５

月９日(日)に実施しました。 

③ふれあい訪問 高齢者の見守り活動として粗品持参とケアネット活動の推進を図るため、ふれあ

い訪問を実施しました。一部、敬老会の代替事業として実施しました。 

対象は、75 才以上一人暮らし(95 人)と 75 才以上高齢者世帯(57 世帯)。 

 時期 配布物 

1 R3.8 (熱中症対策) マスク,水分補給用飲物,塩タブレット 

2 R3.12 ティッシュペーパー 

3 R4.1 (防寒対策) マスク,カイロ,入浴剤 

4 R4.2 ゴミ袋,手袋,こんぶ 

5 R4.3 花鉢 
 

④米寿・新生児 

記念事業 

米寿記念事業としては、対象者 20名に対し、南砺市からの感謝状に加え、額,記

念品配布と記念写真案内を行いました。内５名の方が記念写真撮影されました。 

新生児記念事業としては、対象４名の方に、バースデーカードの贈呈と記念写真

撮影の案内をお送りし、内、２名が記念写真撮影されました。 
➄健康体操 

＜新規事業＞ 

令和３年度から、地区内の高齢者が集まり､適度な運動や参加者同士の交流を通

して介護予防に取り組む「健康体操」(月２回,第２・第４火曜日,参加費：無料)を

開始しました。 

体操講師の指導の下、月２回の頻度で６５歳以上の高齢者の方を対象とし,年間

延３４４名の方に参加いただきました。 
⑥資源集団回収事

業 

＜新規事業＞ 

令和３年度から、資源ゴミの回収の促進や資源ゴミが

出せない方々に地域の方々の協力を得て資源回収を図る

ことを目的として月１回の頻度で資源回収事業を実施し

ました。 

回収物 アルミ缶、新聞・チラシ、雑誌、段ボール 

日時 毎月 第３日曜日 8時～11 時《 雨天決行 》 

場所 城端市民センター裏の車庫 

同事業により、年間約７万円の収益金が得られ、城端まちづくり協議会の収入と

して有益に活用を図ります。 
⑦介護予防講座 南砺市地域包括センターの担当者を講師に迎え、介護予防,フレイル予防につい

ての講座を 11月 14 日(日)に開催しました(対象：民生委員及び地域福祉推進員 他

１９名)。 
⑧コロナ禍で中止

した事業 

当初計画していた「城端地区敬老会」「合同サロン」「中学生と行う除雪ボラン

ティア事業」は、コロナ禍につき中止としました。 

 

 

（４）防犯・安全部会 

防犯灯設置・改修補助、防災設備の整備をはじめ、自主防災訓練・防災訓練等地区の安

全に関する活動を企画・運営しています。 

令和３年度は、コロナによる影響のため、自主防災訓練・防災訓練は中止しました。 

①「南砺市防災アプ

リ」講習会 

「南砺市防災アプリ」講習会(参加者：11 名)として、11 月 13 日(土)に

南砺市総務課防災危機管理係の方をお招きし、自分の携帯へのインストー



 4

ル、使い方等の講習を行い、実際に通信訓練を行いました。 

②防犯灯設置 

・改修補助事業 

町内からの申請に基づき、防犯灯の LED 化改修の補助として、年間で計

30 台対応しました。 

③「防災設備・備品」 

の整備事業 

町内からの要望により、新町の新町団地前に消火栓

BOX 一式を新規に設置しました。 

また、防災設備の整備として、各町内に

「メガホン：１基」及び公民

館等の集会場所、山蔵等を対

象とした「消火器：１～３台」

を配備しました。 

⑧コロナ禍で中止し

た事業 

当初計画していた「自主防災訓練・防災訓練」は、コロナ禍につき中止

としました。 

 

(５)みらい班 

世代間をこえ人を「つなぐ活動」、まちづくり事業への参加意識を

「そだてる活動」を活動方針として、「城端みらいチャンネル」の

名称でユーチューブ等の動画投稿による広報活動を開始しました。 

第１弾 ご挨拶 第７弾 替え歌ｼﾘｰｽﾞ「渡良瀬橋／城端 ver」 

第２弾 健康体操 第８弾 楽しく 正しい ラジオ体操講習会 

第３弾 消防団操法大会 第９弾 地畠元池草刈り 

第４弾 妙義神社春季祭礼と城端大火 第 10 弾 城端別院善徳寺「虫干法会」 

第５弾 じょうはな座 新緞帳 第 11 弾 南砺市城端地域 成人式 

第６弾 新型ｺﾛﾅﾜｸﾁﾝ接種予約はﾈｯﾄで簡単   

7 月４日に実施した「楽しく 正しい ラジオ体操講習会」(教育・文化部会)で

の様子は、みらい班により第８弾として、解説付きでわかりやすく動画公開され

ていますので、是非とも一度ご視聴ください。 

 

 
 

 

 
第８弾：楽しく 正しい ラジオ体操講習会の動画の一画面 

 

 

(６)事務局 

事務局では各部会・班の調整を行うとともに、毎月の広報誌「城端まちづく

り協議会だより」の発行とＨ.Ｐの運営・管理を行いました。 

 

 

城端みらいチャンネル 
の QR コード 

運動の種類 

講師の解説 

講師の動き 

城端まちづくり協議会 
の QR コード 
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                     発行 城端まちづくり協議会 

              城端交流センター 
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いつも当施設をご利用いただき、ありがとうございます。 

城端老人福祉センター「美山荘」は、ボイラーの故障により復旧できない状態とな

りましたため、「お風呂」の営業を終了いたしました。尚、部屋利用については、引

き続きご利用いただけます。4 月以降もよろしくお願いいたします。 

 美山荘 定休日 日曜・月曜 ℡ 62-3548 Fax 62-3582 

 部屋利用料：300 円／一人   カラオケ利用の場合：500 円／一人 

 

 

四と拾のつく日に定期開催      お客さま・出店者・スタッフ募集中 

(４月の開催日) １０日(日)１４日(木)２０日(水)２４日(日)３０日(土) 

          朝６時〜７時半 えびす駐車場にて開催(雨天時；山門下) 

＊軽食やスイーツ、野菜果物、商店のイチオシ商品が並びます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

「城端まちづくり協議会」だより 

Vol.34(３月号)(その２) 

城端老人福祉センター「美山荘」からのお知らせ 

とうじん見世とは？  

城端は寺内町であると同時に市場町でもありました(城端町史 62p)  天正

元年(1573) 四のつく日=山田郷 拾の日=井口村 が移転し月６回の六斎市

となります。＊永禄九年(1566)説もあり(城端町の歴史と文化 306p) 。紆余曲

折あるものの、加賀藩の認可を得て江戸時代も続きました。 

とうじん見世は市場町としての城端の復活を願い、人との出会い、さらに

まちの人材発掘をも念頭に置いて活動します。 

どうかゆるゆるとご参加ください。 

はじまります「朝市とうじん見世」来てくだはれ! 

あそびば 
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一人ひとりが交通ルールを守り、相手に対する「思いやり・ゆずり合い」の気持ち

を持って交通事故の防止に努めましょう。 

期   間 ：  ４月６日(水) ～ ４月１５日(金) 

スローガン ：  ゆずりあう 心でひろがる 無事故の輪 
運動重点   ：   

① 子泥を始めとする歩行者の安全確保 

② 歩行者保護や飲酒運転根絶等の安全運転意識の向上 

③ 自転車の交通ルール順守の徹底と安全確保 

 

 

 

【対象者】新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽﾜｸﾁﾝ 2 回目接種の完了の日から原則６か月以上 

経過した、南砺市に住所のある 18 歳以上の方 (接種券が手元に届いている方) 

【３回目接種予約開始日】 ※ 予約可能な時期をご確認ください。 

２回目の接種日により、予約可能時期が設定されています。 

２回目接種日 予約開始予定日 受付開始時間 

9 月 23 日～9月 29 日 4月１日(金) 

午前 9時 

9 月 30 日～10 月 12 日 4月７日(木) 

10 月 13 日～10 月 19 日 4月 15日(金) 

10 月 20 日～10 月 26 日 4月 22日(金) 

10 月 27 日～11 月 3 日 4月 28日(木) 

【予約・予約支援】 

ワクチン接種には、市が設置する集団接種会場での「集団接種」、身近な病院・診

療所で行う「個別接種」があります。 

予約に支援が必要な方は、民生・児童委員や城端まちづくり協議会(62-1066)にご

相談ください。 

 

引き続き 

「うつさない、うつらない」行動の徹底 をお 

南砺市 ワクチン追加接種(３回目接種)  

令和４年 春の全国交通安全運動 


