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公園で行われ

巴御前終焉の地で巴忌法要

ました。得能

県道金沢湯涌・福光線の天神町地内に、緑ゆたか

康生氏の挨拶

に見事な枝ぶりを見せる巴塚の松があります。通称

の後、天台宗

「一本松」で親しまれるその雄姿は、昔から幾多の

医王山寺井上

詩歌に詠われ道行く人の道標でもあります。この地

順園住職による読経の中、柴田巧参議院議員、田中

は 1183 年の倶利伽羅の合戦で有名な巴御前の終焉

幹夫市長をはじめ、参列者が次々に巴塚の祭壇の前

の地とも言われ、昭和 24 年松村謙三先生の揮豪に

で焼香し巴御前の遺徳を忍んでいました。

より巴塚の碑が建立されました。

今回は、コロナウイルス感染症対策のため、講演

10 月 16 日（土）、福光ネイティブトラスト・巴

会などの行事は開催されず法要のみの開催となりま

御前史学会等有志の会による第 22 回巴忌が、巴塚

した。



宇佐八幡宮にスーパーマン出現！？
先日、宇佐八幡宮の木の伐採と枝打ちが行われました。木の寿命なのか太い枝
が腐って落ちてくるので危険になり枝打ちされました。この枝打ちの仕事がすご
いのです。クレーン車のワイヤーにぶら下がり、隣の福祉会館よりも高い位置ま
で吊り上げられて作業されていました。なんて身の軽い方なのでしょうか！まる
で映画に出てくるスパイダーマンのようでした。私は高所恐怖症で見ているのも
無理でした。毎年、春に福光で一番早く咲く桜の木も伐採されて何か淋しく思い
ます。道路の半分まで伸びた枝が大型車の通行を妨げていたことで伐採されまし
たが、桜の根元から新しい枝が伸び始めています。来年の春には福光で一番早く
花を咲かせ、そして御神輿巡行を見守ってくれることでしょう。


10 月 16 日（土）午後２時から、第２回花の講座
「ス
ワッグ編」が開催され、参加しました。参加者９名
が思い思いの、世界で１つしかない作品に挑戦しま
した。成果はいかに…。
初めて参加したのですが、新たな世界を体験する
ことが出来ました。来年も是非開催してほしいし、
大勢の人に参加してもらいたいです。

福光交流センター／〒939-1654 南砺市福光1137番地



生涯学習部会

第２回花の講座「スワッグ編」

第３回花の講座 参加者募集
〇日

時

12 月 18 日（土）午後 2 時より

〇場

所

福光交流センター

〇内

容

正月飾り作り

１階ホール

〇参 加 費

2,000 円（当日集金）

〇募集人数

20 名

※コロナ対策の為、募集人数になり次第締め切り
ます。
参加申し込みは福光交流センターへお願いしま
す。
申込用紙は事務所前にあります。
またはホームページからダウンロードできます。
福光交流センター
電話 52-4684 ／ Fax88-0226
参加申し込み締め切り：12 月 10 日（金）

TEL 52-4684/FAX 88-0226

E-mail : fukumitsu.kmn@gmail.com
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いつついし自治会
10 月町内会長会

第７回町内会長会
10 月 22 日（金、）いつついし自治会第７回町内
会長会を福光交流センターで開催しました。

働します。
・福光大橋の歩道入口が滑って危険との指摘があ

１．蟹野会長より次のような話がありました。

り、傾斜を緩くする工事をされました。

・日が短く下校時間は暗くなり危険な箇所もある

・西町の 18 ｍ道路の街路樹の伸びが早く、葉も

ので、通学路の防犯灯が切れていないか調査を

大きくどうにかならないか市と相談して伐採す

依頼しました。また、防犯灯ＬＥＤ化等の予算

ることになり、来年度から順次行われます。

も利用してください。

・市の経済対策も色々とやっています。また「な

２．武田県議より次のような話がありました。

んチケ」の発売、
「ペイペイ」の還元等もあり

・警察署の再編について、10 月６日（水）に砺
波地域の意見を聞く会がありました。早ければ

ます。利用して頂きたいとのことです。
４．総務部会としての取組について

５年後を目途に南砺署と砺波署・小矢部署が一

・各町内で除雪対策組織を作って頂けないかと提

緒になり、新たな広域警察署を設ける事が確認

案しており、１月の大雪の写真を混ぜて除雪対

されました。

策組織設立の必要性を説明しました。

・福光高校再編にかかる跡地利用について、県の

５．11 月７日（日）江ざらい実施の概要説明と今

方では法人向けに、現地に来て調査の上、どの

後の取組について

ような活用方法があるか提案してほしいとの考

・三世代交流とセンター祭りの合同開催・左義長

えが出されました。

は規模縮小して実施予定。実施の際の協力を依

３．水口市議より次のような話がありました。

頼しました。

・高校再編跡地の件について、市は違う見方があ

６．各町内の困りごとについて

り「南砺市公共施設再編の最中で新たに県から

・東新町より報告があった旧中川眼科跡の樹木の

南砺市で受け取って下さい。」と言われても簡

件について、高岡の法律事務所が管理している

単には受け取れない。有効な提案があればいい

との情報があり書面で通知しました。今後とも

が、無かった場合はどのように対処するのか、

働きかけていきます。

後々のことも考えて議論を進めてほしいとのこ
とです。

７．その他連絡事項
・令和４年度「緑の募金」の取組協力・坂本墓地

・先月の会議で要請があった、栄町の道路の修繕
完了の報告がありました。天神町の消雪工事に

のゴミ保管場所の対応・行方不明者対応マニュ
アルについて話がありました。

ついては年末までに工事が終了し消雪装置が稼


スマートフォン講習会が実施される

10 月 20 日（水）福光交流センターで午後１時

この講習会は、総務省の薦める「デジタル活用支

から３時までスマートフォンの初心者講習会が実施

援推進事業」で、となみ衛星通信テレビが主催し南

されました。

砺市の補助事業として実施され、７名が受講されま
した。
となみ衛星通信テレビで準備されたスマホを使
い、基本操作としてカメラの使い方・地図アプリの
使い方（Google

Map の使い方）
・LINE の使い方

等の講習を受けました。スマホの機種による違いも
あって基本の理解が出来ていない為か、自分の利用
状況と異なり少々苦戦しながらも使いこなしておら
れました。
日頃使い慣れないアプリの使い方を習い、大変参
考になる講習会で皆さん満足の様でした。
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三世代交流・交流センター祭り案内

12 月 19 日（日）交流センターにて午前９時か

〈開催の概要〉

ら午後４時の間、三世代交流・交流センター祭りの

＊上映会で子供向け映画など数点を上映予定

合同開催を予定しています。今年度もコロナの関係

＊交流センター利用者の作品展示や

で飲食は禁止となり餅つきは行いません。「楽しい

家庭で備えるべき防災用品の展示

一日」となる様な計画をしています。

＊ゲームや遊びコーナー

など

是非ご家族同伴で遊びに来てください。お待ちし
ています。


谷本亙氏の記念講演会

10 月 20 日（水）
、西町公民館にて「松村謙三と柳田國男
農政思想を巡り接点浮上」と題し、西町出身のまち & むら研究
所（石川県津幡町）代表の谷本亙さんが講演されました。
松崎蔵之助・柳田国男・石黒忠篤・松村謙三・西田幾太郎な
ど多数の人物が登場し、ぬくぬくサロンの参加者には難解で
あったかと思いますが、時折エピソードを交えてくださり楽し
く聞かせていただきました。講演後の参加者からは、松村謙
三先生の生き様、思い出話などで盛り上がりました。石黒忠篤
が越中福光の石黒光弘に繋がっているという話は驚きでした。


（ぬくぬくサロン代表

石崎

侃）



消火栓の点検を ‼

10 月 31 日（日）、西町自主防災会が、火気の取
り扱いが多くなる季節に向かい町内にある消火栓、

西町自主防災会
また、器具ボッ

消火栓器具ボックス内の点検を行いました。西町に

クス内の筒先の

は 20 基の消火栓があり、防災会役員 36 名が３班

パッキンの状態、

に分れ、消火栓の蓋を開け正常に水が出るか、消火

ホースの製造年、

栓器具ボックス内の点検確認をしました。最近の消

ホースの状態等

火栓の蓋は、日の出式といってマンホール型の丸い

を目視で確認し、

蓋が多くなり、従来の四角型の蓋とは開け方が違い、

あってはならない火災に備え気を引き締めた点検と

念入りに蓋の開閉訓練を行いました。

なりました。



コロナウイルス感染拡大で延期の、第 5 回
棟方まつり「記念講演」及び「棟方の美学に
迫る！～裏彩色体験とまち歩き～」は 12 月
4 日（土）、5 日（日）に開催されます。詳し
くはチラシ・ポスターなどをご覧ください。

記念講演

第 5 回棟方まつり

日 時

12 月４ 日（土）

講 師

石 井 頼 子

演 題

福光で棟方を“追う”

インターネットライブ配信
URL:https://live.7104.info/20210912/

午後１時より
福光福祉会館 ３階
〈しゃくなげホール〉

氏
（棟方志功研究家）

限定
100名
聴講無料

〜 福光棟方志功資料室の調査報告 〜
にて
ライブ配信をいたします。ぜひ、ご覧
いただきますようご案内いたします。



福光宇佐八幡宮では、年末年始に次の行事を予定しています。

宇佐八幡宮
からの
お知らせ

①お 焚 き 上 げ 古い御札などを令和 3 年 12 月 23 日（木）～ 30 日（木）までの期間、
社務所前の箱に入れてください。
（一般的なゴミや燃えないものは厳禁）
31 日（金）午後 2 時より御祓い焚き上げを行います。
（午後 4 時終了）
②初詣・諸祈願

正月三が日行っています。※マスクを着用し 3 密を避けてお参りくだ
さい。また、体調不良の方はご遠慮ください。

③家

祈

祷 コロナ感染防止のため、家祈祷は中止いたします。

福光交流センター／〒939-1654 南砺市福光1137番地
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令和4年 234年目の御神輿巡幸へ向けて事務所を開設！
こう

ゆう

～ 福光宇佐八幡宮春季例大祭 御神輿担方 ～

かい

光 悠 会

永く久しく継承されてきた福光の
御神輿巡幸、仲良く協力し合い、成
功に導きます。

令和4年度
42歳本厄（酉・戌年）

10 月３日（日）、42 歳厄年「光悠会」の事務所を福光本

◇ 42 歳本厄

町 6899 番地（和多屋呉服店様隣）に開設いたしました。福

会

光の地で代々継承されてきた由緒ある御神輿巡幸を行なえる

副

光悠会

役員 ◇

長

高田

雅樹

観音町

長

石崎

克彦

荒

木（川原町）

〃

斉藤

広樹

遊

部（観音町）

来年４月 17 日（日）、61 歳還暦、42 歳と 25 歳の厄年を

事務局長

森田

和八

天神町

迎える旧町在住、出身、または、ゆかりのある男子が地域の

事務会計

渡邊

智也

観音町

安寧を願い、御神輿を担いで旧町内を練り歩かせていただき

宮委員長

山下

憲秋

富山市（旭

ます。

巡幸委員長

古田

貴史

福

42 歳前厄、後厄の方々、そして御神輿保存会様の方々に

防災委員長

山田

裕基

小矢部市（荒町）

もご協力をいただき、光悠会が中心となり御神輿巡幸の準備

親睦委員長

武田

利明

砺波市（西

町）

をして参ります。

衣装委員長

武田

利明

砺波市（西

町）

喜びを胸に、一生懸命取り組みます。

地域の皆様、宜しくお願いいたします。

会



町）

野（天神町）

※敬称略 現住所（出身）

福光旧町地域（福光、福光新町）に転入され、令和４
年度に数え年 61 歳、42 歳、25 歳になる男性の方は是非、
御神輿巡幸にご参加ください。
詳細は光悠会 事務局 森田（090-3768-2598）までお






芳子

幸子

山崎

竹本

瑞恵

平作

桃野

昇

宮崎

宮岸

隼男

斉藤よしえ

駒形

昌美

梅島くにを

大浦



こころ



つはぶきの黄に心いやさる

そえん

日頃の疎遠反省しきり

なにごと
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十一 月 詠 草



たま

（福光短歌会）

ひ あ

ちゆう

日当たらぬ庭に給はる灯の如き

おどろ

みぎひだり

まか

我が身もゆれる何事も無く 
そうまとう
遠き日の記憶走馬灯の如く

驚きぬ知友の妻は会員なり

われ も こう

あね

吾亦紅風の吹くまま右左

な

やす



取るに易けれど鳥に任せし

なみだ

マウンドに立ち涙見せたり

亡き姉の遺品の整理してをれば

かき

さいしゅう

（福光俳句会）

ダム湖畔彩る飛騨の山紅葉

十文字の畦隠れたる穭かな

たわわにも実りたる柿下がり来つ

だいすけ

森田和八

大輔も引退となり最終の

武田利明



砺波野に気球三つ四つ秋高し

五月

閉館

名村

福光交流センター

恵



富子

12/29
（水）
～1/4
（火）

掘

午前９時より

安田

12/26
（日）大掃除



12/24
（金）そくさい会 午後１時30分より

喜就

午後７時より

山下

午前９時より

12/22
（水）町内会長会





明かり消し閨に取り込む後の月  尾崎いつ子
もらひ栗目で味わひて友にあげ
利川
輝

中山
朝

午後２時より

12/19
（日）三世代交流＆交流センター祭り

秋高し翁水やる駅花壇

12/18
（土）正月飾り作り



午後２時より

新走試飲の盃の渦生る 
夜長の灯拡大鏡と辞書を手に

12/17
（金）福寿大学

斉藤広樹

高田雅樹

石崎克彦

12/10
（金）そくさい会 午後１時30分より

古田貴史

渡邊智也

山下憲秋

山田裕基

午後１時30分より



12/8
（水） 上映会


峠越す送電線や秋高し 
積雲の砺波野覆ひ白露過ぐ

福光地区
12月行事のお知らせ





問い合わせください。

E-mail : fukumitsu.kmn@gmail.com

