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平成２７年１2月  富山のことをもっとよく知ろう    平成２８年１月の行事  

                            南房総みんみんネット         検索     

※１２月４日現在の地域の情報です。 

日 曜   行   事 内    容 場  所 時 間 主  催 

1 金 友引 初日の出を見る会 初日の出を拝み新年を祝う  市部観音山 6:30～ 市部ボランティアチーム 

2 土 先負 招福祈願祭 おひねり・みかん等のふるまい  岩井海岸 9:00～ 岩井民宿組合 

3 日 仏滅      

4   月   大安      

5 火 赤口      

6 水 先勝      

7 木 友引      

8    金  先負  
避難訓練 火災を想定 富山小学校  富山小学校 

出張にこにこ広場 親子の交流の場 富山公民館  子育て支援センター 

9 土 仏滅 廃品回収  各場所  富山中PTA 

10   日   赤口   

里見発見伝ウォーク 勝山藩ゆかりの地を巡る       勝山から岩井 9:00～ ふらっと 

富楽里水仙まつり 山響鼓による平群囃子披露等 富楽里とみやま    10:00～  富楽里とみやま 

凧揚げ大会  お仮屋（平久里下）  平群ツーリズム 

11   月   先勝      

12  火  友引  
地域交流会 元気に遊ぼう 平群保育所 10:00～ 平群保育所 

書初め展 ～16日まで 富山小学校  富山小学校 

13  水 先負 読み聞かせ 「あひるの会」のよる読み聞かせ 白鳩保育園 10:00～ 白鳩保育園 

14 木 仏滅      

15 金 大安 岩井海岸清掃  岩井海岸  久枝1・2観光 

16  土  
おはなしだいすき 読み聞かせ 富山公民館 10:30～ あひるの会 

赤口  
冬の星座かんさつ会 浦辺守氏による講演・星の観察 平群体育館 17:00～ ふらっと 

17 日 先勝 新春富山ロードレース大会 一般男女・中学校男女の部 富山小学校 9:10～ 富山地区体育振興会 

18 月   友引      

19 火 先負 読み聞かせ ３・４，５年生 富山小学校 8:00～ 富山小学校 

20 水 仏滅 ランチサービス 月1回独居高齢者に弁当を配る 富山コミセン  とみやま福祉サポセン 

21 木 大安      

22 金 赤口 誕生会 アンナさんと遊ぼう 平群保育所 10:00～ 平群保育所 

23 土 先勝 きらきら会 チェーンソーカービングと餅つき 白鳩保育園 10:00～ 白鳩保育園 

24 日 友引 よめこいツアーフォロー 婚活イベント 富山公民館 10:00～ 内房商工会 

25 月   先負      

26 火 仏滅      

27 水 大安      

28 木 赤口      

29 金 先勝      

30 土 友引      

31 日 先負 教育講演会 木村悠方子氏の講演 富山公民館 13:30～ 南房総市PTA連協 

 「ふらっと」の子育て教育部会では、冬の星座かんさつ会を次のとおり開催します。 

 子どもたちが自然や地域の人たちとふれあう機会が少なくなってきました。そのた

め、少しでも子どもたちと地域の人とのふれあう場所をつくり交流を深めようとするも

のです。多くの方の参加をお待ちしています。 

    日 時 平成２８年１月１６日（土）１７時～２０時 

    場 所 平群体育館（平久里中） 

    対 象 どなたでも、ただし小・中学生は保護者同伴で 

    定 員 先着２５名程度   参加費  無料 

    持ち物 懐中電灯、なお防寒着で参加してください。 

    講 師 浦辺 守さん（アマチュア天文家：鴨川に天文台をつくる会） 
    問合せ・申込み 富山地域づくり協議会「ふらっと」☎５７‐３０００ 

  管理委託を受けている建物の運営や活動概要などを学ぶ 
        ～「ふらっと」で我孫子市湖北台まちづくり協議会を視察～ 

 「ふらっと」では、 １１月２５日「我孫子市湖北台地

区まちづくり協議会」の視察研修を行いました。この研修

は、先進的な事例を学び、これからの活動の参考にするた

めに行いました。当日は会員・事務局１３名が参加して、

活動の概要や我孫子市から管理運営を委託されている近隣

センターの管理体制・将来的な活動の取り組みなどを学び

ました。 

 我孫子市では、１１のコミュニティエリアを設定して各

エリアに近隣セン

ター（貸館などを行う施設）を建設して、現在１０の

まちづくり協議会ができています。まちづくり協議

会は、近隣センターを拠点に様々なコミィニティ活

動を行っています。 

 また、まちづくり協議会の中では、自治会や学

校、ＰＴＡ、社会福祉協議会その他の団体で構成す

る「地域会議」を設置して、地域の課題解決を話し

合っているとのことです。課題については、災害時

の対策やお年寄りの生活についての課題が多かった

とのことです。 

  岩井駅構内花壇に 
スノーボールやビオラなどを植栽 

 いわい案内人と一緒に毎月行っ

ている岩井駅構内清掃活動は、 

１１月２６日、東側花壇にスノー

ボールやビ

オラなど約

３００鉢を

植 え ま し

た。 

  ‼冬が来るよ‼ 
 冬近し山も色づきあざやかに 
※山や木もあざやかな紅葉になり冬を 

迎えるね    朝倉芳枝（二部） 

 投 稿 

きらきら会で 
ミニコンサートを開催 
  ～白鳩保育園～ 

 １１月２１日、トゥルーカ

ラーズミニコンサートが行わ

れました。 当日は、ライオンキングやアラジン・リト

ルマーメイドなどおなじみの曲が披露され、園児や保護

者も楽しいひと時を過ごしていたようです。 

（市担当から説明を受ける会員） 

冬の星座かんさつ会を開催します 参加者募
集 
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 今回のウォークは、勝山から岩井へ勝山藩ゆかりの地を巡り、
二部の水仙遊歩道を歩きます。なお、１月１０日には道の駅  
「富楽里」で「水仙まつり」が開催される予定です。 
期 日 平成２８年１月１０日（日）雨天の場合は１１日に延期    
募 集 ３０人程度（９人以下の場合は中止） 
集 合 市部の天満神社（富山小学校北側）に８時５０分までに集合 
参加費 ７００円（電車賃、お土産代、資料・保険代等） 
持ち物 弁当（富楽里でも各自購入できます）、飲み物、保険証、雨具等 
コースと内容（約１２㌔） 
 集合場所を９時に出発～藩祖酒井忠朝住居推定地～JR岩井駅（上り9時25分）～安房勝山
駅下車～加知山神社～勝山藩陣屋跡～市部瀬を経由～田子台：長林寺～検儀谷～富楽里（水
仙まつり・昼食）～二部の水仙遊歩道～観音山（市部）～福聚院～ 天満神社に１５時ごろ
帰着 
 申し込み・問い合わせは  富山地域づくり協議会「ふらっと」☎５７‐３０００ 

勝山から岩井へ勝山藩ゆかりの地を巡り 
         二部の水仙遊歩道を歩きます 

里美発見伝ウォーク２２ 

参加者は、富山を伏姫籠穴から南・北峰を目指して、心地
よい汗をかきながら観音堂跡や展望台を巡り、頂上からの３
６０度の景色を楽しみました。また「あひるの会」会員の朗
読する「大太法師の話」を聞き、ひととき登山の疲れを癒
しました。ここから吉沢側に下山して「川名みかん園」で
旬のみかん狩りを楽しみました。みかん狩りを前に川名昌
行さんから吉沢のみかん栽培の歴史や現状を話していただき、参加者から好評でした。その
後、吉井農村公園で昼食を摂り、下ってきた道を通り秋葉山供養塔での「防火信仰」や白井
の代官屋敷跡や会津の松平容保と米沢の池田杢兵衛の関係について学びました。最後に合戸
の遊間郷さんのご厚意で、キウイフルーツ狩りを行い帰って来ました。参加者は、富山（と
みさん）に登り、地域の歴史を学び果物狩りを行い、満足した様子でした。 

初冬の富山（とみさん）に登り秋葉山信仰や 
松平容保と池田杢兵衛の関係を学ぶ  
～１１/１９の里美発見伝ウォーク⑳に４０名が参加～   

（展望台から岩井海岸方面を望む） 

 富山幼稚園・小学校で、１１月２８日に富山小学
校周辺でマラソン大会が行われました。当日は風も

なく絶好のマラソン日和で、子どもたちはこの日のために練習を重ねてきた成果を発揮して
いました。結果は、次のとおりです。小学校児童は１・２年生が１㌔、３・４年生が１・
６㌔、５・６年生が２㌔を走りました。           -敬称略、○印の付いたタイムは新記

（
二
部
の
水
仙
遊
歩
道
） 

   富山幼・小のマラソン大会の結果 

  年少もも組  年長すみれ組 

 （５４０ｍ） （７６０ｍ）  
１位 寺尾茉央  川名 奏    
２位 小見忠義  田村俐乃 
３位 渡邉星菜  池田來加 

    １年生 ２年生 ３年生 ４年生 ５年生 ６年生 

男 
 

子 

１

位 

宇山尚輝 座間啓溜 宇山恒輝 堀海翔世 田村香芽 渡邉仁 

○ ４分４３秒 ４分５３秒  ８分０４秒  ○７分２７秒  ９分４４秒   ９分０６秒 

２

位 

難波泰地 風穴蓮 池貝匠翔 永田凪 戸倉澄人 髙梨有生 

○ ４分５１秒 ４分５６秒  ８分２４秒  ○７分３２秒  ９分５４秒   ９分３８秒 

３

位 

川﨑恵汰 小島健心 能重聖 小滝新太郎 伊藤一実 渡邉歩 

 ５分１０秒 ４分５８秒  ８分２９秒  ７分４４秒  １０分０６秒   ９分４１秒 

女 
 

子 

１

位 

風穴玲衣 池田璃紗 田中彩加 渡辺ふた葉 長谷川秋 松坂愛未 

 ５分４３秒 ５分３１秒  ９分０８秒  ８分１３秒  １０分１０秒   ９分３１秒 

２

位 

西方花音 若林美羽 長谷川はな穂 諸岡明 石井菜々美 田中万結 

 ５分５１秒 ５分３４秒  ９分１４秒  ８分１４秒  １０分４７秒   １０分２１秒 

３

位 

須賀奈々佳 原茉梨瑛 池田梨乃 松原ちひろ 熊澤美咲 小藤田柚希 

 ６分１４秒 ５分３７秒  ９分２６秒  ８分２２秒  １０分５８秒   １０分３８秒 

   中学生のための防災講座を行う 
～「ゆかいな仲間たち」の白尾氏から講演を聴き、演習を行う～ 

 １１月３０日に南房総市幼・小学校・中学校一斉に津波の避難訓練が行われましたが、

富山中学校では「ふらっと」一緒に中学生のための防災講座を富山中学校体育館で開催し

ました。この防災講座は、富山中学校から「ふらっと」と一緒に開催してほしいとの話が

あり、「ＮＰＯ法人ゆかいな仲間たち」（白尾克伸代表：市原市）に講演をお願いし､日赤

奉仕団富山支部の協力を得て実現しました。 

 当日は、全校生徒が白尾さんの講演を聴いた後、３班に分かれて日赤奉仕団富山支部や

「ふらっと」会員など１６人と一緒になって、ロープワークやオイルランプ作り方などの

演習を行いました。  

 岩井土地改良区市部地区が定期的に行っ

ている農道等の草刈りが１１月２１日に行

われ、「ふらっと」で市部バイパス周辺を

彼岸花や水仙を植えて整備している関係

で、市部バイパスを重点的に草刈りを行い

ました。当日は市部区の役員も参加して約

６０人が、それぞれの分担を決め広い範囲

の草刈りを行いました。 

（阪神・淡路大震災と東日本大震災の
津波の映像を見ながら、早く避難する
大切さを知る：白尾さんの講演から） 

（停電時に役に立つオイルラ
ンプの作り方を学ぶ） 

（もやい結びや回
し結びなど、自分
の身を守るロープ
ワークを学ぶ） 

（割れたガラスから足を守る新
聞紙のスリッパの作り方を学
ぶ） 

～防災講座に参加して～ 

 防災講座に参加した感想を、１年の高梨

沙那さんと２年の渡辺いづ美さんからいた

だきましたので、原文のまま紹介します。 

「今回はこのような機会をありがとうござ
いました。私が一番印象に残ったのがロー
プのしばり方です。私が今まで知っていた
しばり方は、かた結び、ちょうちょ結び
で、今回習った結び方は、かたむすびより
とりにくく、ちょうちょ結びよりしばりや
すいしばり方をおしえてもらい、とても感
謝しています。今後、震災が起きたとき今
回習ったしばり方で自分の命を守り、ま
た、できるなら人の命も助けられたらいい
なと思いました。ふだんの生活から使って
みようかと思いました」 
      富山中１年 髙梨沙那 

「自然災害は、いつ起こるか予想すること
ができません。だからこそ、いざという時
に役に立つ知恵を持った方がいいというこ
とが良くわかりました。実際に映像を見る
とさらにそう思います。今回の経験を忘れ
ずに、もしものときの事を考えていきたい
です」   富山中２年 渡辺いづ美 

－３－ 

（校長先生のスタートで 

一斉に飛び出す児童） 

（広い範囲の草刈りを行う） 

（袋２つのゴミ

を回収：未だに

多い） 

  岩井土地改良区や 
  市部区と一緒に草刈りを行う 


