
                       

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

や ま だ     だより 
第２７号 

平 成 ２７年 ９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 

８月８日（土）から１０日（月）の２泊３日間、ＮＰＯ法人

グリーンツーリズムとやま主催の、とやま帰農塾 2015『い

なか、体感♡』「やまだ村塾」が開催されました。この事業

は都会と富山の里との交流を通して、双方が元気になるため

の体験事業で、毎年県内で１０ヶ所程度の会場で開催されて

います。山田地域では連続４回目の開催となり、今回は清水

地区でのイモ掘り体験から始まり、牛岳ブナ原生林内の散

策、マコモタケ水田の草取り体験、ジャガイモ料理教室、蕎

麦打ち体験と２泊３日のスケジュールの中で、参加された３

１名の皆さんは暑さにも負けず、満足そうな笑顔をお土産に

帰られました。地域外から山田を見ていただく絶好の機会と

してこのようなイベントをもっと多く開催し、流入人口の増

加につながることを期待したいと思います。 

 今年で３年目となる「虹のかけはし」ライトアップ

事業が７月２５日（土）から牛岳温泉スキー場にて

始まりました。オープニングイベントとして「富山

市八尾山田商工会 2015 商工まつり」が開催され、

恒例の全国じゃがいも積み大会やライヴステージ

などでおおいに盛り上がりました。ＬＥＤライトの

幻想的な背景をバックにした越中おわらステージ

では、胡弓の音色が響き渡り、たくさんの観客が酔

いしれていました。ライトアップは９月６日（日）

までの日没から３時間程度点灯され、期間中は「虹

のステージ ライブチャレンジ 2015」も併せて開催

されました。 



                       

 

 

 

 

 

月 日 曜日 行　　　　　事　　　　　名 場　　　　　所

9月 5日 土 山田保育所・小学校・中学校合同運動会（雨天順延） 山田小中学校グラウンド

9月 10日 木 第３回富山市チャレンジ陸上記録会（山田小６年生） 富山県総合陸上競技場

9月 11日 金 ふるさと講座（賢く減塩 ガン予防食作り） 山田公民館

9月 13日 日 第７回牛岳トレイルマラソン 牛岳温泉スキー場周辺

9月 16日 水 山田小中学校合同避難訓練 山田小中学校

9月 18日 金 富山市中学校新人大会　～１９日まで 各競技会場

4ヵ月児健康診査（H27.5月生）

１歳6ヵ月児健康診査（H26.1･2月生）

9月 25日 金 山田保育所保護者会「秋フェス」 山田保育所

9月 30日 水 山田保育所防火防災教室 山田保育所

10月 3日 土 富山県中学校駅伝競走大会 富山県総合陸上競技場

10月 4日 日 住民スポーツ大会（雨天中止） 総合グラウンド

10月 5日 月 社会に学ぶ「１４歳の挑戦」　　～９日まで 山田地域内

10月 10日 土 第１１回富山市小学校三種競技記録会 富山県総合陸上競技場

10月 16日 金 ふるさと講座（ビーズアクセサリー作り） 山田公民館

10月 17日 土 山田小・中学校資源回収、中学校親子スポーツ 山田小中学校体育館

10月 18日 日 あざみ園祭 あざみ園

10月 20日 火 山田地域敬老会 牛岳温泉健康センターなど

3歳児健康診査（H24.2・3月生）

4ヵ月児健康診査（H27.6月生）

10月 24日 土 山田小学校学習発表会 山田小学校

10月 25日 日 牛岳ウォーク 牛岳温泉スキー場周辺

11月 3日 火 第１７回山田地域生涯学習フェスティバル 山田公民館

11月 7日 土 山田小中学校学習参観 山田小中学校

11月 14日 土 牛岳高原収穫感謝祭　　りんごもぎとり体験会 山田牧地内　りんご園

1歳6ヵ月児健康診査（H26.3・4月生）

4ヵ月児健康診査（H27.7月生）

11月 27日 金 古紙回収日（山田地域自治振興会） 各地区集積所

― ふるさと講座（ヨガ教室） 山田公民館

12月 1日 火 ふるさと講座（マコモタケで正月飾り作り） 山田公民館

12月 5日 土 山田保育所生活発表会 山田保育所

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

11月 26日 木

9月 24日 木

10月 22日 木

八尾保健福祉センター

　毎月第4火曜日

　毎月第3木曜日

八尾保健福祉センター

八尾保健福祉センター

11月中～下旬

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 17 回山田地域生涯学習フェスティバル 
１１月３日(火祝) 10：00～13：00 

山田公民館にて開催 

事前作品展示 10月 26日（月）～１１月 2日（月） 

保育所、小中学校、一般作品 

ステージ発表 交通安全標語・ポスター表彰式 

 山田保育所 遊戯・鼓笛、山田中学校 合唱 

山田小学校 マンドリン演奏 

市民大学特別講演会 11:20～12:10 

講師：朝野 薫 氏（美桐会） 

演題：民話伝承「琴と語り部」つるのおんがえし 

ビンゴ大会 12：10～ 
 

各コーナー 震災復興バザー、介護用品展示 

エゴマおにぎり･みのり鍋・ポップコーン 

 あざみ園のパン販売 
一般作品を募集しています。 

沢山の参加をお待ちしております。 
 

  

 

７月１５日・２２日（水） 

「紙バンド教室」 

人気の紙バンドでシンプル

バックに挑戦ました。編み目

を詰めることに苦戦しなが

らも素敵に仕上がりました。 

６月１９日（金） 

「フラダンス教室」 

南国をイメージしながら、心

地よい音楽に合わせて参加

者は楽しい時間を過ごして

いました。 

山田公民館ふるさと講座 

編集後記  今年はお盆まで猛暑が続き、これから収穫を迎え

る農作物の品質への影響が心配されるところです。利賀と山田

の自治振興会が視察した「スマートアグリ」と「牛岳温泉植物

工場」は天候に左右されず、その後の加工、販売までをも視野

に入れていることから、６次産業として地域の振興に大いに役

立ってくれることを期待したいと思います。 



                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《ふれあい立山登山》 

 

《ソフトボール・ソフトバレー大会》 

 

 

 

 

 

 

 

《パークゴルフ大会》 

 

 

《利賀・山田自治振興会交流会》 

 

８月２７日（木）に利賀・山田地域自治振興会の交流会が開催されました。こ

の交流会は利賀と山田を結ぶ道路の整備促進要望と地域振興の情報交換を目的に、平成２１

年度から継続して開催されており、今回で７回目となります。今年度は利賀・山田間の道路

の現況確認の後、婦中町吉谷地内にて６月に竣工された「富山スマートアグリ次世代園芸拠

点施設」と、山田赤目谷の「牛岳温泉植物工場」などの、新しい農業の方向を展開している

施設を視察しました。「スマートアグリ」は廃棄物埋立地４ｈａを敶地とし、隣接する廃棄

物処理施設の発電電力と排熱をハウス照明や空調に有効利用しており、１年を通して高品質

のフルーツトマトやトルコギキョウ等が栽培されていました。また「牛岳温泉植物工場」で

は温泉熱等を利用し、エゴマの生産から販売までを一体的に行う農業の６次産業化がなされ

ており、エゴマが山田地域の「特産品」となりつつあることを実感させられました。 

山田体育協会主催の第３５回ソフトボール大会と第８回ソフトバレー

ボール大会が６月１４日（日）に山田総合体育センター及びグラウン

ドで開催されました。他の行事と重なった地区もあり、全地区参加と

はなりませんでしたが、元気で活気のある大会となりました。 
  

【成績】ソ フ ト ボ ー ル   ①小島地区  ②中村地区 

    ソフトバレーボール  ①西部地区  ②川西地区 

山田体育協会主催の第１３回パークゴルフ大会が７

月５日（日）に福楽パークゴルフ場で開催されました。梅雨空の下、各地区から

精鋭５５名が集まり競技が行われました。参加者の皆さんは回を重ねるにつれ上

達しており、団体の部で優勝した小島地区の上位５名の平均スコアは、パー１３

２（１８ホール２回）のところ、１０９．４とハイレベルな大会となりました。 

やまだスポーツクラブ主催の立山登山が８月２２日（土）に

開催されました。天候が危ぶまれる中、好天に向かうとの予報を頼りに総勢４２名が室堂

へ向けて出発しましたが、午前８時過ぎに着いた室堂では雨風があり、さらに気温も１２

度と低く、雄山への登頂は断念せざるを得ませんでした。しかしながら、黒部ダム方面の

天気はよさそうであったため、３０名の皆さんはトロリーバス等を乗り継ぎ黒部第四ダム

を散策されました。山を一つ越えただけですが雄山の向こう側は別天地で、時折晴れ間も

見えるほどの天候に恵まれ、大量の水しぶきが舞い上がる放水を眺めながら、「ダムカレー」

も堪能できました。なかなか青空に恵まれない立山登山ですが、来年もめげずに開催する

予定です。 

 

 

《健康マージャンサークル》 今年２月から活動をはじめ、毎週木曜日に山田公民館にて開催しています。飲まな

い・吸わない・賭けないことをモットーに、和気あいあいと楽しみながら会員の親睦と健康・

ボケ防止に努めています。現在は女性会員を含め１５名で活動していますが、随時会員を募集

しています。マージャン初心者の方や、あまり自信がないといった方でも是非参加してみてく

ださい。お待ちしています。             （お問合せは山田公民館へ） 

是非、参加して見てください。 

 

【成績】団体の部  ①小島地区    ②西部地区       ③川西地区   

個人男子 ①森 正栄（小島）②竹林吉治（赤目谷）③石崎貞夫（清水） 

個人女子 ①森口待子（中村）②森としい（小島）  ③山崎登志子(若土） 

 

 

ソフトボール優勝 

小島地区 

ソフトバレー優勝 

西部地区 



                       

 

大　会　名　等 開催月日 種  　　目 出場者(学年は大会日現在) 成績等

ソフトバレー
レディース

やまだACE [田中みづほ､石崎里美､村
上由紀子､上山美智子､高島文子､田中
やよい､川村真理子]

１位

ソフトバレー
メンズ

やまだACE [谷浦翔平､二俣逸平､山﨑
大樹､森正親､三井智､上山清昭]

３位

第68回富山県高等学校陸上競技対校選手権大会 5月30日 共通女1500m 藤田優子（宿坊・高１） ３位

準１級 浅名杏紗（沢連・中１） 合格
３級 松田龍弥（宿坊・小６） 合格
写真 伊藤徳和（中瀬） 佳作
書 若林秀美（中村） 入選

富山県猟銃射撃大会 6月14日 ＡⅡクラス 西島喜一（湯） １位

共通男1500m 藤田健人（宿坊・中２） ５位
共通男800m 藤田健人（宿坊・中２） ３位

第10回富山市小学生陸上競技交流大会 6月20日 共通女1000m 藤田　蘭（宿坊・小６） 14位

小学女子Ｋ-1 杉本さくら（城山・小６） １位
小学男女Ｋ-2 杉本かや（城山・小４） ３位

2015ソフトバレーのつどいｉｎやまだ 6月21日
ソフトバレー
ファミリー

やまだACE [前田華（小５）､田島碧吏
（小５）､中山陽介（小４）､村上由紀子､
三井智]

１位

２級 竹森彩乃（沢連・中２） 合格
若林直弥（小島・中１） 合格
宮本珠羽（中村・中１） 合格

第44回富山県実業団陸上競技選手権 6月27日 男3000m 藤田健人（宿坊・中２） ４位

谷川利子（中村） 推薦
藤丸正義（若土） 入選
渡辺町子（中村） 入選

共通男800m 藤田健人（宿坊・中２） ４位
共通男1500m 藤田健人（宿坊・中２） ５位

7月5日 50m背泳小5男 道願岳生（小谷・小５） ３位
200mﾒﾄﾞﾚｰ中女 道願未岳（小谷・中１） 11位
50m自由13～14歳女 道願未岳（小谷・中１） 12位
50mﾊﾞﾀﾌﾗｲ11～12歳女 道願未岳（小谷・中１） 12位
共通女3000m 藤田優子（宿坊・高１） ４位
共通女800m 藤田優子（宿坊・高１） ４位

いきいき富山トライアスロン2015 7月19日 スタンダード 藤田稔二（宿坊）
総合76位
県民13位
年代22位

50m自由女 道願未岳（小谷・中１） 30位
200mﾒﾄﾞﾚｰ女 道願未岳（小谷・中１） 13位

第61回全日本中学校通信陸上競技富山大会
7月25日
～26日

共通男1500m 藤田健人（宿坊・中２） ５位

杉林広和（鎌倉） １位
西島喜一（湯） ３位

第26回全国ソフトバレー・ファミリーフェスティ
バル

7月31日
～8月2日

ソフトバレー
ファミリー

やまだACE [前田華（小５）､田島碧吏
（小５）､中山陽介（小４）､松田紘奈（小
３）､西山幸恵､村上由紀子､三井智､上
山清昭]

２位グループ
３位

北信越中学校総合競技大会陸上競技大会 8月4日 共通男1500m 藤田健人（宿坊・中２） 12位

富山市花いっぱいコンクール 8月14日 学校部門 山田小学校 優秀賞

第16回谷永旗争奪学童野球大会
8月16日
～29日

少年軟式野球 音川・山田スポーツ少年団 ３位

女子舵手付ｸｫﾄﾞﾙﾌﾟﾙ 栗山咲樹（清水・大２） ２位
女子舵手無ペア 髙島珠里（上中瀬・大４） ６位

山田雪菜（谷・小６） 合格
井上莉緒（白井谷・小６） 合格
若林佑太（小島・小６） 合格

３級 杉本沙絵（宿坊・小５） 合格

第24回富山県民スポーツレクリエーション祭 5月24日

8月23日

6月23日

県民体育大会射撃競技

6月13日
～19日

第70回県展

平成27年度富山市中学校総合選手権大会
6月19日
～21日

7月4日
～5日

第20回富山カップ陸上競技大会

全国珠算学校連盟検定試験

2015春の撮影会
「県中央植物園桜まつり」を写そう

　　6月 写真

全国珠算学校連盟検定試験 6月8日

富山県民体育大会カヌー競技 6月20日

３級

第53回富山県中学校水泳選手権大会
7月19日
～20日

第38回全国JOC夏季県予選会 7月12日

7月18日
～19日

ボート第42回全日本大学選手権大会

7月26日

※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。

準２級

第53回富山県中学生陸上競技選手権大会

全国珠算学校連盟検定試験 8月25日

第11回富山市民体育大会水泳競技

トラップ射撃

 

 

 

 

 

 

 

 

５月３０日（土）に富山電気ビルにて開催された富山市体育協会の体育功労者表彰式において、田中

徹夫さん（山田沼又）が特別表彰を受賞されました。田中さんは昭和５２年（２１歳）から山田村体

育協会の理事に就任され、平成２３年から２６年までの４年間は山田体育協会会長として、通算３８

年間もの長きに亘り山田地域のスポーツ振興にご尽力されました。「今後、山田地域の人口減少は避け

られませんが、置県１００周年記念行事の一環として夕方から翌朝まで開催した『ソフトボール連続

１００試合』のような行事を、もう一度地域全体で行うことが夢。」とのことから、これからも持前の

バイタリティーをあらゆる方面で発揮されて、地域を元気付けていただくことを期待しております！ 

 


