
　昨年暮れからの雪は、寒が過ぎても積もる気配
はなく、結局まれに見る雪の少ないシーズンとな
りました。そして、春の活動を始めようと気を引
き締めかかったときに、新型コロナウイルス感染
症が発生し、国内でも感染者が出、社会活動全般
が自粛となりました。
　こんな中で、地域課題の解決を図る地域組織づ
くり発足にむけて、昨年 4月から準備が進められ
ていた小規模多機能自治・上平地域づくり協議会
が本年 4月19日に設立されました。不肖私がその
会長を務めることとなりました。どうかよろしく
お願いいたします。
　この組織は、従来の自治振興会、地区社会福祉
協議会、公民館の行ってきた役割を引き継ぐもの
で、今までの事業に加え、地域住民の意向で新た
な事業・行事に取り組む場合もあります。
　南砺市小規模多機能自治市民会議から平成30
年１月にいくつかの提言がなされています。①
地域課題の共有、住民意識の改革、地域課題を

　ある人が「人生は想定通り
には進まない。どんな事態に
直面してもその中で生き抜か

なければならない」と言います。コロナウイルス対応でも
危機に臨んで屈しない気持ちが大切なのだと。
　今年は令和2年。清らかで美しいという意味の“令”と
丸く収まって和らぐという意味の“和”の2文字の元号。
　現実は、思い通りにいかないことも多いと思いますが、
当協議会も皆様と共に前向きに歩みたいと思います。 ■編集・発行　上平地域づくり協議会（上平交流センター内）　 ▫住所 富山県南砺市西赤尾町277
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自分事として考える。②全住民アンケートの実
施や積極的な意見交換会の開催など住民ニーズ
の把握。③多くの住民の参画（若者や女性が参
加し、かつ年代が偏らない組織）等々がありま
した。②と③はそれぞれの地域の努力で実現可
能ですが、①については、課題等を自分事とし
て捉え、行政へ支援を求めているのですが、親
身な対応がありません。“誰一人取り残さない”
という標語を掲げる南砺市ですが、いくつかの
地域が取り残され、住民の不安は解消されない
状態です。
　今後、三つの部会で活動していきますが、行政
からいろいろな打診等があります。しかし、行政
の下請け団体でなく、行政を利用できるような組
織であればいいなと思います。
　そのためにも、地域住民の方々に、この組織に
関心を持ってもらうことが必要と思い、多くの仲
間との協働を目指して三つの部会長共々、頑張り
ますのでご理解とご協力をお願いいたします。

上平地域づくり協議会
会 長　真草嶺  信義
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案山子のいる風景（皆葎）案山子のいる風景（皆葎）
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国の新型コロナウイルス感染症緊急経済対策の

対象者
基準日（令和2年4月27日）に、南砺市の住民基本台帳に記載されている
方です。給付金は原則、世帯主の方が申請して、世帯全員の分をもらう
ことができます。

上平地域づくり協議会では、給付金の申請手続きについて
不安のある場合は、手続きのお手伝いをいたします。

南砺市から 給付金申請用紙が届きましたら
申請がまだの方は相談ください

上平交流センターのご利用について上平交流センターのご利用について

上平地域づくり協議会のホームページの開設について上平地域づくり協議会のホームページの開設について

□開館日及び時間　月～金曜日　9時～17時
　　　　　　　　　土・日・祝日は休館

●開館日、開館時間以外の利用もできます。
●交流センターを利用したい場合は前日までに
　予約・確認ください。
　（電話番号等は表紙の下段をご覧ください）

上平地域づくり協議会のホームページを開設しました。
パソコンやスマートフォン等での閲覧が可能です。

https://kamitaira-kc.7104.info/

①団体名および責任者（連絡先） ②利用希望日時　③部屋名　④利用内容　をお知らせ下さい

特別定額給付金（1人10万円）について

8月25日
までです

ご寄付
ありがとうございます

ご寄付
ありがとうございます
五箇山深山会さんより上平文化祭で
のフリーマーケットの売上げを、昨年
度上平地区社協へ寄付していただい
ております。厚く御礼申し上げます。

アドレス
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　東田ちのさん（楮）が、本年 3月に100歳のお誕生日を
迎えられました。
　お体に気を付けていつまでもお元気でおすごしください。

顧　問　山本　 勝徳 会　　　長　　　　真草嶺 信義 

監　事　真井　豊友　　　　野宇加代子
　　　　　　　　　中谷　 真人
副　会　長　　　　下崎 冨美子
　　　　　　　　　羽馬　 博美

役　員　会　（運営委員会）
 

部　会　長 下崎 冨美子

副 部 会 長 酒井　 美雪

地域指導員 平瀬　 明美

・上平地域区長会 岩﨑　　 剛

・民生児童委員 酒井　 美雪

・上平青年団 木本　 翔吾

・上平婦人会 真井　 利昌

・上平いそじ会 岩瀬　 政志

・老人クラブ連合会 藤井　 信子

・赤十字奉仕団上平 北　 真知子

・食生活改善推進協議会
　上平支部 横井　 勢世

・ボランティア連絡協議会
　上平支部 下崎 冨美子

・地域福祉推進員 坂本　 英子

・南砺市社協　理事 真草嶺 信義

・南砺市社協評議員 廣島　 誓子

・遺族会上平支部 北　　 博通

（会長、副会長、部会長、副部会長、事務局長）

区　 長　 会
（行政推進員）

②健康・福祉部会
部　会　長 中谷　 真人
副 部 会 長 北田　 祥子
地域指導員 瀧　 由記男
・上平地域区長会 竹中　 雅司
・民生児童委員 南口　 典子
・消防団上平方面団 中谷　 真人
・上平青年団 森井　 勇真
・上平婦人会 山田 良利子
・上平壮年会 荒井　 重和
・上平いそじ会 井 口　　強
・老人クラブ連合会 宮﨑　 秀幸
・交通安全協会 山本　 孝盛
・花と緑の銀行上平 谷　 かず子
・赤十字奉仕団上平 北田　 祥子
・上平建設業協会 下崎　 長生
・五箇山農業公社 小 林　　誠
・上平防犯組合 酒井　 浩徳
・商工会五箇山支部 藤井　 徳親
・観光協会五箇山 荒井　 崇浩

①地域づくり部会
部　会　長 羽馬　 博美
副 部 会 長 山本　 直子
地域指導員 山本　 直子
・上平地域区長会 羽馬　 博美
・上平青年団 小林　 圭介
・上平婦人会 岩瀬　 智子
・上平いそじ会 荒井　 克敏
・老人クラブ連合会 岩﨑　 賢了
・上平小学校PTA 道宗　 学紀
・平中学校PTA 山本　 直子
・保育園保護者会 藤井　 保宏
・男女共同参画推進員 平瀬　 明美
・上平体育協会 山崎　 信浩
・五箇山スポーツクラブ 中 井　　昇
・スポーツ推進員 生 田　　登
・青少年育成上平支部 中谷　 有秀
・民謡保存会 山本　 幸夫
・各種サークル代表 北　　厚 子

③生涯学習 ・子育て支援部会

事務局長  田 中　　進
事務局員 瀧　 由記男
 山本　 直子
 平瀬　 明美

事　務　局

設立総会

ケアネット連絡会

米寿祝い・敬老会

夏の親子教室（ 紙飛行機を飛ばそう ）

夏休み子ども教室（おやつ作り、紙芝居会）

上平地域体育大会

共同募金運動（全戸協力依頼）

白川村、関電とのゲートボール大会

上平文化祭

大人の料理教室

介護予防運動教室

書初め練習会

上平地域スキー大会

冬季集落サロン（集落単位での楽しい場の集い）

教養講座（生きがい健康等に関する講座）

ケアネット活動（集落単位での見守り活動）

環境美化事業（国道花壇への植栽と管理）

さくらサロン（高齢者の和やかで楽しい場の集い）
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上平交流センター

上平交流センター

全戸配布

上平交流センター

上平交流センター

上平交流センター

食改上平支部と連携協力

上平小学校グランド

区長会と連携協力

白川村

上平交流センター

上平交流センター

上平交流センター

上平交流センター

タカンボ―スキー場

各集落の集会所等

老人クラブと連携協力

国道沿い4地区

上平交流センター

12月の計2回実施

11月、3月の計3回発行

９月以降に延期予定

対象：上平小学生

2月の計2回実施

2月までに計4回実施

1月～3月に7ヶ所で実施

1月～3月に計3回実施

年間を通して
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年間を
通して

上平地域だよりの発行
（上平地づ協 広報誌の作成 ）

敬老配食サービス
（要支援高齢者への弁当配布）

対象：上平小学生と
　　　保護者

対象： 平中学生と
上平小学生（3～6年）

上平老人クラブ
上平ゲートボール協会

毎月の開催
（新型コロナ対応で7月から）

上平地域づくり協議会がスタートしました

上平 地域づくり 協議会　 組 織 図

　昨年度から準備が進められていた「上平地域づくり協
議会」の設立総会が、4 月19日に開催され上平自治振興
会、上平公民館、上平地区社協の 3 組織を一体化した新
たな組織として活動を始めました。
　組織の構成及び本年度の主な活動概要は次のとおりです。
上平地域の住民相互の交流と親睦を図るとともに、住み
よい地域づくりを目指すものです。

主 な 年 間 活 動主 な 年 間 活 動
月 日 事　業　内　容 会　場　等 備　　考

100歳
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