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生涯学習スポーツ部会 

生涯学習スポーツ部会 

【 元気なこいのぼりを作ったよ‼ 】 

 5 月 5 日はこどもの日でした。保育園のこども達みんなでこいのぼりを作りました。大きな手作りこいの

ぼりには、子ども達が好きな絵を描いたうろこが貼ってあり、ステキなものに仕上がりました。そのこいのぼ

りを使って、「大きく元気になれますように！」と願いを込めて、トンネルくぐりをしたり、カラーボールのエ

サやりごっこをしたりして、 

みんなで遊びました。 

滝を登りきった鯉は龍に 

なれるという話を聞き、 

鯉は強い魚であることも 

知りました。井口保育園 

の子ども達みんなが健や 

かにのびのびと成長して 

いってほしいですね♪ 

 わくわく体験活動の一環として、令和4年5月8日（日）10：00～、井口社会福祉センターサロン室にて、プロ

カメラマン 大木 賢 氏による「スマホで人物の写真を撮るコツ」の講座を開催しました。 

何気なく使っていたスマホのカメラ！以下のことが、魅力的な人物を撮るコツと知りました。 

 ◎ モデルが身構えない、ポーズをとる前や子供ならジャンプした後などを狙うと自然でその人らしい写真 

   が撮れる。 

 ◎ 顔は正面よりは、右か左横から撮ると良い。モデルが魅力的な向きを考慮する。 

 ◎ 日差しは、曇天がベスト。顔に明暗の差があまり出ないようにするのがポイント。日差しが強い場合は、 

   逆光で撮って明度を上げて仕上げるのも良い。 

 ◎ 一番明るい光が人物に来るように構図を絞る。 

 ◎ 背景などに垂直、水平の線が斜めに入ると画面がうるさく人物の邪魔になる。 

 以上 5 点ほどのポイントを実際のモデル映像を使って大変わかりやすく説明して下さり、参加者 14 名「なる

ほど！」「ガッテン！」と納得できました。実際の実習後にも細かいアドバイスをして頂き、皆さん大満足。おまけ

の３D仮想空間体験も大好評でした。 

 新しい知識、体験に触れ大変有意義な 60分間となりました。 

 5月 12日(木)、「雪の大谷ウォーク」を実施。当初はバス移動を予定していましたが、土砂落石で通行止めと

なったため、ケーブルカーと高原バスに乗り換えて参加者 16名で満喫してきました。 

 地域学校連携部会の事業として、1 年を通して（４回）の活動で、地域の天然記念

物（福寿草自生地、丸山の大ユキバタツバキ）を観察、学習し、大切に守っていく為

の保護活動計画策定を目的とした第一回目の活動（フィールドワーク）が小原耕造

氏（富山県自然解説員）を講師に迎え 4月 24日（日）実施した。 

盛りは過ぎていたものの、自生地に訪れるのが初めての隊員も可憐な福寿草

や大ユキバタツバキの古木を観察し、講師から井口地域の自然豊かな環境の大切

さを学んだ。 

次回は保護活動に力を入れている先進地を視察し、保護活動計画策定に向け

活動していく予定です。 

地域学校連携部会は、南砺市立南砺つばき学舎の 4・5・6 年生が 4 月 21 日に

総合学習として自生地を訪れており、今後つばき学舎と連携していくこととして

いる。 

地域学校連携部会 

 ゴールデンウイーク明けの 5 月 9 日(月)から 5 月 13 日(金)の 5 日間、健康・福祉部会では南砺市青少年

育成会議井口支部と共催で、5月のあいさつ週間を実施しました。今回は、南砺つばき学舎の校門前で朝 7時

30 分から 8時までの 30 分間、部会員と井口支部メンバーが 1 回あたり 3 名から 7 名が参加して、校門前

の歩道に伸びた草と溜まっている砂を回収しながら、登校する生徒たちに声掛けを行いました。心地よいあい

さつの響きとさわやかな汗に包まれた 1週間でした。 

健康・福祉部会 



 

令和 4年度 地域づくり協議会役員 

役 職 名 氏  名 役 職 名 氏  名 

会長 小林 加津實 
区長会  会長 

副会長 

井口区長 

上広安区長 

宮後区長 

池尻区長 

久保区長 

池田区長 

蛇喰区長 

川上中区長 

大野区長 

三田 利市 

山田 幸雄 

高田 正俊 

荒木 啓二 

藤田 洋一 

三田 利市 

武部  巧 

杉野 久志 

山田 幸雄 

長田 克昭 

岡田 昭夫 

副会長 
中山 秀一 
長田 貢 
池田 淑則 

事務局   事務局長 山﨑 喜弘 

事務局員 

事務局員 

高田 里美 

舘 由紀子 

防災・安全部会 部会長 吉田 琢治 

健康・福祉部会 部会長 
(福祉活動リーダー) 

荒木 信人 

地域活性化部会 部会長 池田 淑則 

生涯学習スポーツ部会部会長 

生涯学習リーダー 

荒岡 信次 

武部 眞理子 

地域学校連携部会 部会長 柳田 由紀 

   は運営委員会構成員を示す 
顧問 

伊東 浩 

脊戸川 義之 

監事 
林 則雄 

池田 ゆり子 

令和 3年度決算報告及び令和 4年度予算 

【収入の部】 

項 目 令和 3年度決算額 令和 4年度予算額 内 容 

会費 565,200 565,200 @1,800 

交付金､補助金及び助成金等 10,090,208 11,638,950 
住民自治指針交付金 

市補助金、市社協補助金 

負担金 194,900 1,298,000 研修会､放課後クラブ､夏まつり等 

事業収入 309,505 1,030,000 夏まつり､椿まつり等 

委託管理費 2,667,369 2,965,000 井口社会福祉センター管理 

雑収入 201,405 12,417 利息、使用料 

繰越金 3,072,179 2,750,433 前年度繰越金 

収入計 17,100,766 20,260,000  

【支出の部】 

項 目 令和 3年度決算額 令和 4年度予算額 内 容 

会議費 31,250 40,000 使用料等 

事務局運営費 1,023,085 1,380,000 消耗品、印刷代､リース代等 

諸手当 4,859,759 5,263,950 事務局員手当､役員手当 

防災安全部会事業費 861,961 933,000  

健康福祉部会事業費 1,874,470 482,000  

地域活性化部会事業費 1,591,427 3,530,000  

生涯学習スポーツ部会事業費 272,542 2,224,500  

地域学校連携部会事業費 117,242 1,630,000  

委託管理費 2,667,369 2,965,000 井口社会福祉センター管理費 

研修費 0 100,000 研修会､新年の集い等 

助成金 300,000 300,000 5団体 

慶弔交際費 41,228 70,000 弔電等 

操出金 700,000 600,000 収納施設積立金 

雑費 10,000 100,000  

予備費 0 641,550  

支出計 14,350,333 20,260,000  

収納施設積立基金会計 

【収入の部】 

項 目 令和 3年度決算額 令和 4年度予算額 内 容 

繰越金 1,200,000 1,900,008  

繰入金 700,000 600,000  

雑収入 8 ０  

収入計 1,900,008 2,500,008  

    基金計画       目標積立て額  2,500,000円     取崩し予定年度  令和 5年度 

令和 2年度  1,200,000円 令和 3年度  700,000円 令和 4年度  600,000円 

※ 令和 5年度 取崩しの上、収納施設設置予定。 

令和 4年度事業計画 

日 付 項 目 日 付 項 目 

4月 22日(金) 
令和 4年度 
井口地域づくり協議会総会 

11月 6日(日) 
敬老会 
教育講演会 

8月上旬 つばきの郷赤祖父夏まつり 1月 
新年の集い 
井口地域新成人祝賀会 

10月 2日(日) 井口地域運動会 3月 南砺いのくち椿まつり 

11月 5日(土)～ 
6日(日) 

生涯学習フェスタ 随 時 運営委員会、役員会、各部会 

年 間 ケアネット、放課後クラブ､井口地域づくり協議会だより 

 

部会名 令和 4年度事業計画 令和 3年度事業実績 

防災安全部会 
・道路維持活動 ・自主防災組織検討会 

・防災研修会 ・防災講演会 

・クリーンアップ活動 

・防災訓練 ・防災研修会 

健康福祉部会 
・あいさつ週間 ・生活支援事業 ・敬老会 

・多世代交流カフェ ・ケアネット 

・生活支援事業 ・敬老会 

・だれでもサロン ・ケアネット 

地域活性化委部会 

・つばきの郷赤祖父夏まつり 

・南砺いのくち椿まつり 

・中山間地域「話し合い」促進事業 

・ヘラブナ釣り大会 

・つばきの郷赤祖父夏まつり 

・南砺いのくち椿まつり 

生涯学習スポーツ部会 

・みんなでわくわく体験活動 

・井口地域運動会 ・井口生涯学習フェスタ 

・新成人祝賀会 

・キッズ体験教室 ・親子体験教室 

・井口地域運動会・生涯学習フェスタ 

・新成人祝賀会 

地域学校連携部会 

・ふるさとの宝守り隊 

・地域と学校の連携に関する事業 

・教育講演会 ・放課後クラブ 

・地域と学校の連携に関する事業 

・教育講演会 

・放課後クラブ 


