
第５４号

⿊河地域振興会 令和４年1月28日発⾏

謹んで新年のご挨拶を申し上げます

明けましておめでとうございます。
皆様には、お健やかに新春をお迎えのこととお喜び申し上げます。
日頃より、私の議会活動に対し深いご理解とご支援・ご協⼒を賜り、心から厚く

感謝と御礼を申し上げます。
国内におけるコロナ感染症拡大も徐々に収束に向かいつつあると感じていました
が、新たな変異株の出現により第６波の感染症拡大が危惧されており、引き続き新
しい生活様式を継続していかなければと考えています。
さて、昨年１１月の市議会議員選挙では、４度目の当選をさせていただくととも

に、臨時会におきまして、射水市第１７代目の議⻑に就任させていただきました。
身に余る光栄であるとともに、その重責に身の引き締まる思いであります。
射水市の喫緊の重要課題に真摯に取り組むとともに、さらなる「市⺠に開かれた

信頼される議会」を目指して全⼒で取り組む所存であります。今年も変わらぬ、ご
指導・ご支援を賜りますようお願いいたしますとともに、本年が皆様にとりまして
幸福で、充実した年になりますように心からお祈りさせていただき、新年のご挨拶
とさせていただきます。

射水市議会議長
山崎 晋次

黒河地域振興会
会長
高田秋男

新年明けましておめでとうございます。
地域の皆様には、お健やかに新春をお迎えのこととお慶び申し上げます。
さて、昨年は1月に記録的な大雪に⾒舞われ、地域の皆さんにはたいへん不安な

日を送られたものと思っております。
そして、未だ終息にいたっていないコロナ感染症については、昨年からワクチ

ン接種が始まり安心感が出始めたと思った矢先に第5波が拡大し、県内は勿論市内
にも非常事態が発令される事態となりました。
振興会も、こうした状況下で大きな⾏事が2年間にわたり、縮小・中止となった

ことで住⺠交流が少なくなり、関係の希薄化が進む事が大変心配になっています。
最近では、コロナ感染症の新たな変異株も出現しているため、決して油断せず感
染対策を続けて頂きますよう宜しくお願いいたします。
今年もまだまだ先⾏き不透明ではありますが、皆様と一緒に前に進みたいと思っ

ていますので、ご理解ご協⼒頂きますようお願いいたしますと共に、皆様のご健
勝ご多幸を心からお祈りし新年の挨拶といたします。

射水市消防
出初め式

１月８日（土）

射水市の消防出初め
式が、小杉文化ホール
ラポール周辺で⾏われ
ました。
⿊河分団員も参加し、

分列⾏進・ポンプ⾞に
よる一⻫放水をし、今年一年の無火災と市⺠の安全を願いました。



講師は花苗店主の島さん。花材の
説明を聞きながら、慣れた手つきで
⾒栄え良く配置しました。冬は水の

やりすぎに注意するなど、家での手入れの仕
方も聞き、大変勉強になりました。

ふれあい作品展
生涯学習事業

１１月１～６日

パークゴルフ大会
生涯学習事業

１１月２０日（土）

⿊河地内で栽培・収穫
された新そば粉を使い、
打ちたて茹でたての美味
しいそばをいただきまし

た。ハンドボールチーム「アランマーレ」の選手
も参加し、賑やかに⾏われました。

コロナ感染防止の為、ふれあい祭りは中止し、
作品展のみ開催しました。
規模は縮小しましたが、サークル活動の日頃の

成果を披露できて良かったです。

受賞おめでとうございます
神社本庁総裁表彰

黒河新神明社 氏子代表 江口茂蔵さん(１区)

昨年11月20日に、⿊河新神明社 氏子代表の江口茂蔵さんが、神社本庁総裁表彰を
受賞されたことを、⿊河新神明社の新嘗祭開催時に、関係者に披露されました。

この表彰は、神社の責任役員として15年以上尽⼒された役員に与えられるもので、
江口代表は平成16年から責任役員として、
平成27年の鳥居・瑞垣の設置に尽⼒されたほか、
境内の拡充整備等に取り組まれている功績が評価
されたものです。
今回の表彰は、神社本庁創⽴75周年を記念したもので、

池田厚子総裁名で富山県では２０人受賞されました。

黒河そば祭り
１２月２６日（日)

来場者には、ガラポン
抽選会もありました。

中山パークゴルフ場にて、ふれあいパークゴ
ルフ大会を開催しました。晴天に恵まれ、気
持ちも軽やかにプレイしました。
日頃鍛えた実⼒を発揮する人も、何十年ぶ

りにクラブを振るという人も、和気あいあい、
楽しくラウンドしました。

優勝者は、⿊崎弘治さん‼
昨年に引き続き、2連覇でした。

ホールインワン賞
上関勝一さんどうか入ってくれーーーー︕

慎重に︕慎重に︕

2位 花尾⻑作さん
3位 宮原正さん

ナイス
ショッ

ト︕

寄せ植え教室
生涯学習事業

１２月１１日（土）



●「サロンやらんまいけ」を開催中。
コミュニティセンターで、

毎月第2.4火曜日10時10分〜
軽く身体を動かしたり
脳トレやゲームをして
コミュニケーションをはかっています。

参加者募集中です！

◎ 11月9日（火）のサロンは「ゲーム大会」 ◎ 12月14日（火）のサロンは「クリスマス会」

地域でやらんまいけ

今回は、3種類のゲームを楽しみました。
身体を動かし、手を使い、集中することで、
身も心もリフレッシュできました。

輪投げ

空き缶積み

ペットボトル
ボーリング

受章おめでとうございます
危険業務従事者叙勲

瑞宝双光章【警察功労】

元 県警部 真岸 義昭 さん（東太閤山）

瑞宝単光章【警察功労】

元 県警部補 宇田 吉孝 さん（東太閤山）

第37回危険業務従事者叙勲にて『警察官や自衛官など危険性
が高い業務に尽⼒した元公務員』に贈られる瑞宝双光章を真岸さん、
瑞宝単光章を宇田さんが叙勲されました。

真岸さんは県警の警備部門を歩み、機動隊や自動⾞警ら隊などに属され、
人命救助等に努められました。

宇田さんは県警の防犯や交通畑を歩み、地域の安心安全のために
貢献されました。

⻑年にわたり職務に励まれ、その功績が認められました。
この度は誠におめでとうございました。

みんなで「ジングルベル」と
「きよしこの夜」を歌い、ゲー
ムやビンゴをして楽しみました。
高田振興会⻑や今井センター⻑
がサンタに扮し盛り上げました。



振興会・生涯学習事業
行 事 日 程（予定）

（射水市ホームページ調べ）

⾏ 事 主 催 者 実施有無

生涯学習
閉講式

生涯学習事業 中止決定

地域振興会
総 会

地域振興会 4月16日予定

たけのこ祭り 地域振興会 検 討 中

地域振興会に関するご意見・お問い合わせはコミュニティセンター事務所まで。Email：kurokawa@imizu-chiiki.jp

*予定が変更になることもあります。
*今後の新型コロナの感染状況を確認したうえで判断
いたします。

黒河あいのりタクシー
2月中旬より開始します。
まずは、
登録申請してください

出かけたくても、
移動手段が無くて困っている方、
バス停まで⾏きづらい方、

自宅→目的地→自宅の送迎します。
詳細は、コミュニティセンターへ

お問い合わせください。

新センター長就任の挨拶
今井 達夫（3区）

この度、昨年11月15日に、コ
ミュニティセンターのセンター⻑
に就任いたしました。
町内会活動などの経験が乏しく、

わからないことばかりですが、一生懸命頑張りま
すので、ご指導のほどよろしくお願いいたします。
コロナ禍で、三密を避けるため、地域の⾏事が

中止・縮小となり、コミュニティセンターの利用
が低下傾向にありますが、コミュニティセンター
は地域振興の活動拠点として、生涯学習や地域住
⺠の交流施設並びに防火対策の拠点施設としての、
活用がこれまで以上に期待されてくるでしょう。
また、活動の活性化・運営事務の効率化・住⺠

の利便性の向上を図るため、スマートフォンアプ
リの利用なども視野に、OA化のモデル事業とし
て射水市が始めたDX事業を取り入れる準備を進
めて参ります。
現場の声を積極的に取り入れ、風通しの良いコ

ミュニティセンター作りをしていきたいと思いま
す。
コミュニティセンターの運営に、皆さま方のご

理解ご協⼒を賜りますよう、よろしくお願い申し
上げます。

地域振興会役員が、各町内をパトロールしま
した。地域全体で、防犯意識の向上に努めてい
きます。各家庭でも、気を引き締めて冬を乗り
切りましょう。
・玄関等の出入口は厳重
に鍵をかけましょう︕

・⾞上狙いや器物破損等
の犯罪には充分警戒し
ましょう︕

・火の用心を心がけましょう︕

夜間パトロール
地域振興会

１２月１日（水）

高田振興会⻑が火災予
防を啓発し、年末年始を安心安全に過ごせるよ
う声を掛けました。激励を受けて、射水市消防
団⿊河分団 山田分団⻑及び分団員は一層気を
引き締めていました。

歳末警戒激励
黒河分団

１２月２９日（水）

人口・世帯数 令和3年12月31日現在

男 女 合計 世帯数

一 区 212 197 409 166

二 区 210 224 434 159

三 区 122 118 240 107

四 区 300 300 600 229

五 区 145 138 283 105

新 星 町 99 99 198 77

東太閤山 498 494 992 334

合 計 1586 1570 3156 1177

地域振興会役員やコミュニティセンター
を利用している方々に協⼒いただき、年末の
大掃除をしました。日頃、手の届かない所を
キレイにしていただきました。
ご協⼒ありがとうございました。

コミュニティセンター
大掃除

１２月２５日（土）


