
 

 

音川・山田スポーツ少年団野球部が４月２５日（土）から５月４日（祝）にかけて開催された高円

宮賜杯第３５回全日本学童野球大会（富山市婦負地区予選）で八尾ダイナマイツ、古里レッドスター

ズを破り決勝戦進出を果たしました。決勝戦では惜しくも鵜坂スポーツ少年団に敗れ、念願の富山県

大会出場は果たせませんでしたが、山田小学校児童１０人がチーム一丸となれたことから準優勝とい

う結果につながりました。 

なお、野球部は随時部員を募集していますので、野球に少しでも興味のある小学生は是非見学に来 

て下さい。大歓迎いたします！！ 

 

 

 

 

 

 

 

                         

                             

                                  

                      

                      

                                    

 

                        

                       

                       

                       

                       

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                 

                        

                   

 

 

   

や ま だ     だより 
第２６号 

平成２７年 ６月 ５日 

発行 山田地域自治振興会 

住所 富山市山田湯 780 

電話 ４５７－２１１３ 

この度の春の叙勲にて、今山田の名徳隆弘さんが瑞宝双光

章を受章されました。 

 名徳さんは消防団員として４６年間にわたりご尽力され、

平成６年４月１日からは山田村消防団団長、平成１７年４月

１日からは富山市消防団副団長を務められました。 

 消防団員として数多くの出来事に遭遇されましたが、中で

も「中村集落で４人もの犠牲者が出た冬季火災や、野火よる

山火事が今でも脳裏から離れない災害であった。一方、平成

２３年７月の消防操法県大会で、北部分団が優勝したことが

何よりもうれしく心に残っている。」とのことでした。 

 また、「分遣所が設置され、基幹的な環境が確保されると

ともに、団員による地域内の巡回数が多くなり、女性分団の

誕生や、一人暮らしの老人宅への声かけも出来るようになっ

たことが、山田にとって合併の一番のメリットであると思わ

れる。そして、今回この賞をいただいたのは、これまで長き

にわたって地域の皆さんに支えられながらやってこられたか

らであり、本当に感謝に絶えません。これからの後輩の若手

団員は住民の安全安心・財産を守るため、使命感を持って臨

んでいただきたい。」とおっしゃっていました。 

 

【選手】 

（投）松田龍弥（６年） （遊）若林慶太（４年） 

（捕）若林佑太（６年） （左）小向裕樹（５年） 

（一）扇山太一（６年） （中）松崎魁星（４年） 

（二）向山元気（５年） （右）中澤有貴（６年） 

（三）谷川広樹（６年） （補）扇山  峻（２年） 

 

 



 

 

月 日 曜日 行　　　　　事　　　　　名 場　　　　　所

6月 6日 土 牛嶽例大祭 牛岳山頂

6月 14日 日 山田体育協会ソフトボール・バレーボール大会（支部対抗） 山田総合体育センター･グラウンド

6月 19日 金 ふるさと講座 フラダンス 山田公民館

6月 21日 日 2014ソフトバレーのつどいinやまだ 山田総合体育センター

6月 25日 木
4ヶ月児健康診査（H27年２月生）
３歳児健康診査（H23年10・11月生）

八尾保健福祉センター

6月 26日 金 古紙回収日（山田自治振興会） 各地区集積所

6月 28日 日 和みのヨーガ 山田小・中学校体育館

7月 1日 水 老人クラブ　スポーツ大会 山田総合体育センター

7月 5日 日 山田体育協会パークゴルフ大会（支部対抗） 福楽パークゴルフ場

7月 8日 水 集団がん検診（胃、肺、大腸） あざみ園

7月 12日 日 山本綾乃の和太鼓教室 旧　鍋谷公民館

7月 15日 水 ふるさと講座 紙バンド教室（第１回） 山田保育所

7月 15日 水 老人クラブ　緑化奉仕活動 公共施設

7月 22日 水 ふるさと講座 紙バンド教室（第２回） 山田公民館

7月 23日 木
4ヶ月児健康診査（H27年３月生）
1歳6ヶ月児健康診査（H25年11・12月生）

八尾保健福祉センター

7月 25日 土 牛岳高原収穫感謝祭　いもほり体験会（7/26まで） 清水地区

8月 5日 水 いきいき健康教室 山田公民館

8月 5日 水 老人クラブ　パークゴルフ交流会 福楽パークゴルフ場

8月 21日 金 がん検診（胃、肺、大腸） 山田公民館

8月 22日 土 やまだスポーツクラブ「ふれあい立山登山」 立山

8月 23日 日 ふるさと富山美化大作戦 山田地域全域

8月 27日 木
4ヶ月児健康診査（H27年４月生）
3歳児健康診査（H23年12月・H24年1月生）

八尾保健福祉センター

8月 28日 金 古紙回収日（山田自治振興会） 各地区集積所

乳幼児相談（9月は第5火曜日） 山田児童館

行政相談 山田公民館　毎月第3木曜日

　毎月第4火曜日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～ 編集後記 ～ 
小島のライブハウス＜カフェ・シン

クロニティ＠山田村＞で初コンサート
がありました。軽妙なおしゃべりと
1970 年代のフォークソングが全員を
魅了！こんなに近くで楽しいライブを
楽しめるなんて、、、さて、次は？寺田
さんの企画が待ち遠しくなりました！ 
＊詳しくは「やまだむらどっと混む！」 

   【ふるさと講座に参加してみませんか？】 

山田公民館では今年度もふるさと講座を開催します。 

家事と仕事の疲れを癒してくれる体操やフラダンス、生

活習慣病の予防食づくり、趣味の幅を広げて紙バンド教室

やアクセサリーづくりなど楽しい講座を企画していきた

いと思います。希望の講座があれば山田公民館（457-2055）

までお知らせください。今年度もたくさんの参加をお待ち

しております。 

 

サークル紹介《手しごと部》 

毎月第３火曜日に季節の保存食作りや、手

しごとを楽しんでいます。 

今は主に山田地域以外の育児中のお母さ

んが集まり開催していますが、山田の諸先輩

方にも加わっていただき、いろんなことを教

えてもらえればと 

思います。６月は 

竹皮かご作りに挑 

戦する予定です。 

 

平成２７年度 公民館ふるさと講座実施予定

講　　座　　名

5月27日 （水） ①和菓子（終了しました。）

6月19日 （金） ②フラダンス

7月 4日 （土） ③親子教室（保育所にて開催）

7月15日 （水） ④紙バンド教室（１回目）

7月22日 （水） ⑤紙バンド教室（２回目）2回ｺｰｽで1つの作品

8月下旬 ⑥資産運用講座

9月 8日 （火） ⑦生活習慣病予防食

10月上旬 ⑧ビーズアクセサリー

11月下旬 ⑨健康体操

12月上旬 ⑩マコモタケで正月飾り

2月中旬 ⑪蕎麦打ち教室

開催日



 

 

 

各種大会の成績紹介 
 

＜行政相談委員に前田邦子さんが委嘱されました＞ 

          富山行政評価事務所で新たに１１名の行政相談委員が委嘱されました。行政

相談委員は国や地方の行政等に関しての相談や苦情の申し出を受け、助言する

とともに関係機関に通知して解決促進を図ることが主な仕事です。 

           今回、山田地域からは、前任者である杉坂幸雄さん（若土：２年２期４年間

就任）の後継者として前田邦子さん（湯）が委嘱されました。 

 毎月第３木曜日の午後１時３０分から３時００分まで山田公民館で開催していますので、 

行政に関してのご相談事等がありましたら、お気軽にお立ち寄りください。 

大会名等 開催月日 種　　目 出場者(学年は大会日現在) 成績等

小学1～2年男子大回転 道願由岳（小谷・小１） ５位

小学3～4年男子大回転 道願岳生（小谷・小４） ２位

小学5～6年女子大回転 山田雪菜（谷・小５） ２位

小学5～6年男子大回転 宮本珠羽（中村・小６） ８位

少年女子大回転 村上実紅（赤目谷･高１） 59位

第93回全日本ジュニアスキー選手権大会 2月28日 女子スーパー大回転 村上実紅（赤目谷･高１） 26位

道願由岳（小谷・小１） 16位

道願岳生（小谷・小４） ２位

第16回GOLDWIN ナスターレース
チルドレン/キッズ ジャパンカップ

3月7日 U12女子コンビ 山田雪菜（谷・小５） ３位

3月7日 K1男子大回転 宮本珠羽（中村・小６） 24位

3月8日 K1男子回転 宮本珠羽（中村・小６） 18位

小学1～6年男子 道願由岳（小谷・小１） ８位

小学4～6年男子 道願岳生（小谷・小４） ３位

第50回極楽坂大回転大会 3月14日 小学男子高学年(4～6年) 宮本珠羽（中村・小６） 11位

第52回全日本スキー技術選手権大会 3月15日 男子 高瀬慎一（竹の内） ７位

小学4年以下男子 道願由岳（小谷・小１） 18位

小学5～6年男子 宮本珠羽（中村・小６） ６位

100m自由小学女子 道願未岳（小谷・小６） 41位

100m背泳小学女子 道願未岳（小谷・小６） 17位

個人小学女子1.56km 藤田　蘭（宿坊・小５） ５位

駅伝中学男子 藤田健人（宿坊・中１） １位

駅伝中学女子 藤田優子（宿坊・中３） ２位

小5～6女子2km 藤田　蘭（宿坊・小５） 22位

中学男子3km 藤田健人（宿坊・中１） ８位

中学女子3km 藤田優子（宿坊・中３） ５位

4月5日 女子回転 村上実紅（赤目谷･高２） ５位

藤丸正義（若土） 入選

渡辺町子（中村） 入選

小4～6女子3km 藤田　蘭（宿坊・小６） 15位

中学男子5km 藤田健人（宿坊・中２） ４位

高円宮賜杯第35回全日本学童野球大会 5月4日 富山市婦負地区予選 音川･山田ｽﾎﾟｰﾂ少年団野球部 準優勝

藤田　蘭（宿坊・小６） ４位

藤田健人（宿坊・中２） 優勝

ボート全日本軽量級選手権大会 5月24日 女子かじなし4人スカル 栗山咲樹（清水・大２） ３位

第32回カーター記念黒部名水マラソン 5月24日 小学女子3km 藤田　蘭（宿坊・小６） ９位

ラスキーフェスタ2015
ジュニアナイターチャンピオンレース

2月21日

チューリップテレビカップ
第38回平大回転大会

3月1日

第70回国体冬季大会　2015ぐんま冬国体 2月21日

第31回牛岳GSL大会 3月8日

2015GOLDWINCUP富山県チルドレン大会

第23回タカンボーGSL大会 3月15日

第25回神通川マラソン大会 3月22日

グランドチャンピオンスイムミート2015

※ 各種大会等の成績情報を随時募集しています。山田自治振興会事務局（４５７－２１１３）へご連絡願います。

第14回金沢城リレーマラソン 5月10日

第20回富山県写真サロン展 4月5日

第35回魚津しんきろうマラソン

3月21日

第76回富山県スキー選手権大会

一般の部

U-15の部

小4以下男子大回転

4月26日

第23回津幡健勝マラソン大会 3月21日



 

平成２６年度 山田地域自治振興会 収支決算報告 

【収 入】    （単位：円） 

科 目 
予算額 

(Ａ） 

決算額 

(Ｂ) 

差 引 

(Ｂ)－(Ａ) 
備  考 

１ 会   費 1,533,600 1,528,200 △5,400 
前期 300円×6ヶ月×426世帯＝766,800円 

後期 300円×6ヶ月×423世帯＝761,400円 

２ 補 助 金 420,000 420,000 0 
地域振興活動補助金     400,000円 市より 

美化推進巡視員活動補助金   20,000円 市より 

３ 助 成 金 182,000 182,335 335 
自治振興会活動助成金  150,000円 市協議会より 

環境保健美化推進事業助成金  32,335円 市より 

４ 受 託 料 575,000 569,000 △6,000 
広報紙等配布受託料     455,000円 市より 

山田公民館管理運営受託料    114,000円 市より 

５ 負 担 金 60,000 62,000 2,000 成人式開催分担金       62,000円 市より 

６ 寄 付 金 1,000 0 △1,000  

７ 雑    入 63,676 56,154 △7,522 
資源集団回収活動報償金    52,520円 市より 

屋根雪おろし等支援事業事務費  3,500円 市より 

預金利子            134円 

８ 繰 越 金 230,724 230,724 0 前年度繰越金        230,724円 

合    計 3,066,000 3,048,413 △17,587  

【支 出】    （単位：円） 

科 目 
予算額 

(Ａ) 

決算額 

(Ｂ) 

差 引 

(Ｂ)－(Ａ) 
備  考 

１ 総 務 費 168,000 144,990 △23,010 
各種会議出張旅費等         31,500円 

自治会活動保険料         113,490円 

２ 会 議 費 23,000 15,630 △7,370 理事会・総会開催費         15,630円 

３ 事 務 費 130,000 77,187 △52,813 郵便料・事務用品代         77,187円 

４ 委 託 費 565,000 559,000 △6,000 
広報紙等配布委託料         445,000円 

山田公民館管理運営委託料     114,000円 

５ 事 業 費 634,000 491,218 △142,782 

自治振興会研修会費        113,840円 

成人式開催運営費          173,116円 

全国大会出場選手激励横断幕代   114,480円 

環境美化推進事業費         35,424円 

緑化推進機構緑の羽根募金代     16,485円 

健康づくり推進事業費        37,873円 

６ 補 助 金 1,440,000 1,429,298 △10,702 

山田小中学校教育振興会補助金   700,000円 

山田地域社会福祉協議会補助金   127,800円 

山田地区ふるさとづくり推進協議会補助金   200,000円 

敬老会開催事業費補助金      351,498円 

山田地区防犯協会補助金      50,000円 

７ 負 担 金 86,000 78,376 △7,624 
富山市自治振興連絡協議会負担金  50,000円 

富山県男女共同参画推進員負担金  10,000円 

富山市環境保健衛生連合会負担金  18,376円 

８ 予 備 費 20,000 9,902 △10,098 慶弔費等              9,902円 

合  計 3,066,000 2,805,601 △260,399  

収入合計 3,048,413 円－支出合計 2,805,601 円＝差引金額 242,812円（翌年度会計へ繰越） 

 

 
学校 件名 内訳 金額

小学校 課外活動費 講師謝礼・バス代等交通費・消耗品 305,110

環境活動費 花代・清掃用消耗品費等 44,890

小計 350,000

中学校 課外活動費 講師謝礼・バス代等交通費・大会参加費 330,710

環境活動費 花代・花苗代・肥料代・清掃用消耗品費等 19,290

小計 350,000

合計 700,000

平成26年度　山田小中学校教育振興会補助金使途実績

会　　　長 吉田良雄

副　会　長 森口正行

監　　　事 山口善次　今井豊治

総　務　部 森口正行 吉田良雄

地域福祉部会 上山清隆 清水弘司

地域安全部会 山田憲彰 池田浩一

保健衛生部会 浅名正憲 田口晋司

平成２７年度自治振興会役員


