
平成２７年１月１１日（日）富山市立山田公民館において、「平成２７年山田地域成人式」が行われました。 

山田地域の成人式は、自治振興会と新成人によって実行委員会を組織し、企画から式典運営までの全て

を行っています。企画準備の段階では平等亜沙希さん（湯）が中心となって進め、当日の受付を上山清矢さ

ん(小島)と山﨑明日香さん(中瀬)が務め、式典では司会進行を土井亜美さんが務め、新成人代表お礼のこと

ばを松本優里さん（柳川）、交通安全宣言を村上修盛さん(赤目谷)が述べました。 

なお、式典終了後には２階研修室にて、千澤杏菜(湯)さんと松岡亨さん(小島)の司会により記念行事が行

われました。恩師の先生方へ近況を報告したあと、ケーブルテレビで放送された１４歳の挑戦や卒業式のビ

デオを見ながら、当時の懐かしい思い出に話が弾んでいました。

ご 挨 拶                                      山田地域自治振興会長 吉田良雄 

  春寒の候、皆々様におかれましては益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。 

２月に入りいきなりの豪雪に驚きましたが、今冬は１２月から適度の降雪があり、週末には好天に恵まれ、スキー

場は最高のコンディションとなり、多くの雪国ファンに訪れていただくことが出来ました。 

 ところで、昨年暮れに立ち上げましたホームページ「やまだむら どっと混む！」の制作にあたりましては、沢山の

ご寄附を戴き大変ありがとうございました。皆様方には利用しやすく、沢山のアクセスがある魅力あるホームページ

を目指しておりますので、常に新鮮な情報の投稿や、フェイスブック等による話題提供等頂ければ幸いです。そし

て、山田の特産品を全国から直接注文頂けるネット販売システムを構築する予定としていますので、今後ともご支

援のほどよろしくお願いいたします。 

 さて、いよいよ３月１４日には北陸新幹線によって富山東京間が２時間８分で結ばれ、首都圏がぐっと身近になり

ます。山田は都市部のお客様にとってスローライフな生活を送るにはうってつけの山里だと思います。ずっと山田

地域に住んでこられた方と、山田以外に住んでいる方とでは、ものの見方にかなりの違いがあります。そんな「外

の人」との交流を通して、山田は「な～んも無い」ところではなく「いっぱい宝がある」ところであることをもっと自覚

し、それをＰＲし、山田地域に住みたいと言ってくれる人を一人でも増やしたいと思っています。そのため、実際に

住んでもらうための住居（空き家、空き地）情報があれば自治振興会までお寄せください。 

 おいしい農産品、緑豊かな自然、温泉、スキー場を備えた魅力ある山田地域をどんどん発信し、人口減少に歯

止めがかかるようこれからもがんばりたいと思っていますので、皆様のご協力をお願い致します。 
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【この人紹介:「やまだフォト」初代支部長 藤丸正義さん（若土）】
 平成１９年から富山市民大学プラネットコース「写真を学ぶ」が山田
で開講され、講師に野崎昭雄先生（全日本写真連盟関西本部委
員、富山県本部顧問）をお招きし、撮影技術の向上と親睦を深めな
がら毎回楽しく学んでいます。そして作品は生涯学習フェスティバ
ル等で展示し、県展、市展に多くの受講生が入賞・入選を果たして
きました。しかし、この教室は４月～１１月迄のため、年間を通じても
っと写真に親しみたいと言う声が数多くあり、昨年１２月に全日本写
真連盟富山県本部「やまだフォト」支部を発足しました。 
 会員は今までの受講生を中心に初心者を加えた１２名です。 
月一回の定例会で実践講座や撮影会を行い、和気あいあいと写真を楽しんでいます。
 山田地区には色々なフォトコンテストで、大賞入賞の作品が撮られた数多くの場所が
ありますので、「やまだむら どっと混む！」のホームページの中でも、その撮影ポイント
を紹介して行きたいと考えています。 
 尚、定例会は山田公民館で毎月第二火曜日、午後７時３０分から行っておりますの
で、写真に興味のある方や始めたいと思われる方の参加を是非お待ちしています。 

 編集後記 春の足音とともに、北陸新幹線開業の日が近づいてきました。富山県に
立ち寄って富山の自然と食を楽しんでいただき、山田地区にも足を伸ばして欲しいもの
です。新聞には富山駅見学会での高校生のコメントとして、“シンプルでおしゃれな印
象”と書いてありました。若い方の目線でも好評のようです。また、八尾和紙で作られた
柱や立山連峰のシルエットをあしらったガラスなどがあるそうです。まずは、この目で富
山駅を散策してから北陸新幹線に乗り込みたいものです。待ち遠しいですね。 
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2月 20日 金 保護者会総会・保育参観・ミニ音楽会 山田保育所
2月 22日 日 スキー場感謝祭・スキー試乗会 牛岳温泉スキー場

山田老人クラブ健康教室 山田公民館
27年度入所児「入所説明会」 山田保育所

2月 26日 木
３歳児健康診査（Ｈ２３年６･７月生）
４か月児健康診査（Ｈ２６年１０月生）

八尾保健福祉センター

2月 27日 金 ６年生今までありがとうパーティー 山田小学校
2月 28日 土 富山県スノーボード選手権 牛岳温泉スキー場
3月 1日 日 2015スノーバレーフェスティバルinやまだ 牛岳温泉スキー場
3月 3日 火 ひなまつり会・親子サークル 山田保育所
3月 7日 土 富山スキーマスターズ大会 牛岳温泉スキー場
3月 8日 日 牛岳ジャイアントスラローム大会 牛岳温泉スキー場
3月 9日 月 ドッジボール大会 山田児童館
3月 10日 火 親子でリトミック 山田児童館
3月 14日 土 弥生の茶会 山田児童館
3月 16日 月 山田中学校卒業式 山田中学校
3月 17日 火 山田老人クラブ連合会総会 山田公民館
3月 18日 水 山田保育所おわかれ会 山田保育所
3月 19日 木 山田小学校卒業式 山田小学校
3月 24日 火 山田小中学校修了式 山田小中学校
3月 25日 水 山田保育所修了式 山田保育所

3月 26日 木
１歳６か月児健康診査（Ｈ２５年７・８月生）
４か月児健康診査（Ｈ２６年１１月生）

八尾保健福祉センター

3月 28日 土 春季祭礼 上中瀬・中瀬
3月 30日 月 離任式 山田小学校

山田保育所入所式 山田保育所
山田小中学校始業式 山田小中学校

4月 7日 火 山田小学校入学式 山田小学校
4月 8日 水 山田中学校入学式 山田中学校
4月 10日 金 春季祭礼 東部
4月 11日 土 山田小中学校PTA合同資源回収 山田小中学校
4月 14日 火 春季祭礼 小島（祭礼のみ）・白井谷・西部
4月 15日 水 春季祭礼 谷・若土・鎌倉
4月 18日 土 獅子舞 小島

山田小中学校PTA定期総会　学習参観 山田小中学校
狂犬病予防接種 山田公民館

4月 20日 月 山田地域自治振興会総会 山田公民館

4月 23日 木
３歳児健康診査（Ｈ２３年８･９月生）
４か月児健康診査（Ｈ２６年１２月生）

八尾保健福祉センター

4月 25日 土 春季祭礼 赤目谷・小谷・北山・湯
4月 26日 日 春季祭礼 中村
4月 27日 月 木の実とビーズのクラフト 山田児童館

育児サークル「ぷーさんくらぶ」
乳幼児相談
行政相談 山田公民館

4月 19日 日

毎月第3木曜日

毎週火曜日
山田児童館

毎月第4火曜日

2月 25日 水

4月 6日 月



【【ややままだだむむらら どどっっとと混混むむ！！】】

【【地地域域起起ここしし研研修修会会】】

【公民館ふるさと講座】 

【【牛牛岳岳ススノノーーフフェェススタタ ２２００１１５５】】 

  ７月から寄附を募り、整備を進めていた、ホームページ「やまだむら どっ

と混む！」を１２月２８日（日）から公開しています。皆様方のお役に立てる詳

細でタイムリーな情報源として、また、山田のポータルサイト（総合案内所）と

して、常に新しく充実した情報をご提供する予定としています。さらに、農産

物や特産品等のネット販売も行えるようにする予定ですので、その折には、

積極的なご利用をお待ちしております。 

http://yamadamura.com/（「やまだむら どっと混む！」で検索） 

 冬のイベント「牛岳スノーフェスタ 2015（富山市観光協

会主催）」が２月７日（土）牛岳温泉スキー場において開

催されました。夕方からのイベントは好天にも恵まれ、約

2,000 人の観客は Jazz コンサート、幻想的なたいまつ滑

降、2,000 発の大花火大会など、冬の夜に素敵な時間を

過ごされました。中でも圧巻だったのは「アナと雪の女王」 

の音楽に合わせた仕掛花火で、冬の夜空を彩った音と光は観客を魅了し、終始歓声に包まれていました。 

 これからも、心と体が健康であり続けるための講座をたくさん計画していきたいと思います。 

また、ご希望の講座があればどんどん取り入れたいと思います。皆さんの参加をお待ちしています。

２月１４日（土） 「そば打ち体験教室」

 おんもり庵の若林さんの指導により今回で３回目となりま

した。ほとんどの参加者は「水まわし」で苦労しながらも な

んとか打ち終わり、最後に美味しくいただきました。 

【【交交通通安安全全看看板板リリニニュューーアアルル】】 富山西交通安全協会山田支部が
中村バス停前の交通安全看板をリニューアルしました。支柱の錆が

目立ち､文字が薄くなっていましたが､昨年３月に支柱の防錆再塗装

を施し､１１月の交通安全を考える市民の集いで表彰された松田紘奈

さん(写真左)と前田拓心さん(写真右)の作品が盤面に書かれました。

富山方面へ行かれる際には､この看板を見てシートベルトを確認し､

一層の安全運転に努めましょう。 

 富山県立大学工学部の九里徳泰（くのり のりやす)教授を講師としてお招きし、地

域起こし研修会が１月７日（水）に山田公民館にて開催されました。島根県海士町

（隠岐諸島の離島、人口２，４００人）の活性化を例に「地域起こしには２０代から４０代

の優秀な若者の定住と住民が一丸となって取り組む姿勢が大切である」ことを強調さ

れました。３４名の参加者はその課題の重さに唸りながら、これからの山田の在り方を

前向きに話し合われていました。 

 詳しくは「やまだむら どっと混む！→ホーム→地域の皆さんへ」をご覧ください。 

１２月３日（水） 「野草でリース作り」

 野山で探してきた蔓や木の実（自然物）を使って思い

思いのイメージで出来上がりました。 

《サークルを立ち上げませんか？》 公民館では、サークル登録をすると公民館使用料が無料となります。民

謡、合唱、カラオケ、フラダンスなどのサークルを立ち上げて仲間と楽しみの場を広めませんか。 

 現在活動中のサークルは、[書道教室] [絵手紙教室] [お元気クラブ（健康体操）] [やまだフォト（写真）] [健康マー

ジャン]の５サークルです。詳しくは山田公民館(457-2055)までご連絡ください。 



【【ややままススポポ チチャャレレンンジジススキキーー】】

【【山山田田ススポポーーツツ少少年年団団】】

各 種 大 会 の 成 績 紹 介 

１月１０日（土）から４週にわたり、や

まだスポーツクラブチャレンジスキー

教室が開催されました。 最終日の１

月３１日には第１５回少年･少女チャレ 

ンジスキー大会が開催され各部上位３人が表彰されました。 

【富山県農村文化賞受賞】                     第６３回富山県農村文化賞の贈呈式

が、１２月３日（水）に富山第一ホテルで行われ、㈱清水そばそば峠が表

彰されました。地元産のそばを使用した飲食店の経営と地元産の野菜や

山菜等を販売する直売所を併設するなど、中山間地の活性化や農業所

得の向上に尽力して地域農林水産業に寄与したことが認められたもので

す。式には、㈱清水そばそば峠から５名が出席され、石井知事から谷上

健次代表取締役に栄えある賞が贈呈されました。

部
順 男子 女子 男子 女子
１位 藤井大陽 小塚麻由 谷川広樹 浅名杏紗
２位 浅名星昊 松田紘奈 小塚崇央 杉本さくら

３位 片岡　哲 浅名柚巴 谷浦凪海 平等佳乃

やまだスポーツクラブ チャレンジスキー大会
小学１～3年生 小学4～6年生

２月７日(土)富山県スポーツ少年団創設５０周年記念にあたり、これまでの３０

年以上に渡る活動が評価され、山田スポーツ少年団が優秀団体表彰を受けまし

た。現在は野球、バレーボール、ソフトバレーボール、少林寺拳法、水泳、スキー

の活動を行っています。これからもスポーツを通して心と体と鍛え、一人ひとりが

輝けるよう活動を続けていきますので、山田地域の子どもたちの多数の入団をお

待ちしています。        事務局 山田総合体育センター 松岡 457-2557 

大　　会　　名 開催月日 種　目 出　　場　　者 成　　績

藤丸正義（若土） 準特選①

伊藤徳和（中瀬） 入選

小塚茂作（白井谷） 1次予選通過

第63回富山県農村文化賞 12月3日 地域農林水産業振興 清水そばそば峠 表彰
平成26年度富山県高校スキー競技会 1月14日 女子大回転 村上実紅（赤目谷･高１） ４位

一部成年男子C大回転 高瀬慎一（竹の内） ２位

一部少年女子大回転 村上実紅（赤目谷･高１） ４位

少年女子大回転 村上実紅（赤目谷･高１） ４位

成年男子A大回転 村上修盛（赤目谷･大２） ９位

成年男子C大回転 高瀬慎一（竹の内） １位

第64回富山県をよくする会表彰 1月28日 個人の部 松原安津（上中瀬・中３） 表彰

小学1～2年男子大回転 宮本　郡（中村・年長） 11位

小学1～2年男子大回転 道願由岳（小谷・小１） ４位

小学3～4年男子大回転 道願岳生（小谷・小４） １位

小学5～6年男子大回転 宮本珠羽（中村・小６） ３位

小学3～4年男子 道願岳生（小谷・小４） ２位

小学5～6年女子 山田雪菜（谷・小５） ３位

小学5～6年男子 宮本珠羽（中村・小６） ６位

富山県スポーツ少年団創設50周年記念式典 2月7日 30周年 山田スポーツ少年団 表彰

第38回東海北陸スキー技術選手権大会 2月7日 男子 高瀬慎一（竹の内） １位
2月7日 女子大回転 村上実紅（赤目谷･高１） 74位

2月9日 女子回転 村上実紅（赤目谷･高１） 89位

小学1～3年男子 道願由岳（小谷・小1） ６位

小学4～6年男子 道願岳生（小谷・小４） 14位

小学4～6年女子 山田雪菜（谷・小５） ２位

小学4～6年男子 宮本珠羽（中村・小６） ９位

小学校1年 前田拓心（若土・小１） 推薦作品

小学校2年 松田紘奈（今山田・小２） 推薦作品

小学校3年 藤井大陽（中村・小３） 推薦作品

第16回富山チビッコ水泳大会 2月11日 100m個人メドレー 道願未岳（小谷・小６） １位

谷川広樹（中村・小５） 合格

若林佑太（小島・小５） 合格

小学3～4年男子回転 道願岳生（小谷・小４） ４位

小学5～6年女子回転 山田雪菜（谷・小５） ２位

小学5～6年男子回転 宮本珠羽（中村・小６） ８位

小学1～2年男子大回転 道願由岳（小谷・小１） 12位

小学5～6年男子大回転 宮本珠羽（中村・小６） 13位

※ 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30回富山県学童スキー選手権大会

2月14日

2月15日

第10回OHYAMAスポーツクラブ
ジュニアスキー大会

2月1日

第39回夢の平GSL大会 2月8日

全国高校スキー大会

第56回県小・中・高校生書き初め大会 2月11日

全国珠算技能検定試験 2月12日 ３級

写真

第10回富山市民体育大会スキー競技会 1月31日

全日本写真連盟富山県本部
　2014秋の撮影会

11月23日

第68回富山県民体育大会スキー競技会

第70回冬季国体ＧＳＬ競技　富山県選考会 1月18日

1月17日


