
富山のことをもっとよく知ろう 平成３０年９月の行事（８月 1 日現在の情報） 

日 曜 六曜 行事・主催 場所 時間 

1 土 仏滅 
岩井海岸ビーチクリーン 
（i.PLANNER ☎080-8051-6039 渡辺） 

岩井袋側駐車場 
 6:00～ 7:00 

（雨天翌日順延） 

2 日 大安    

3 月 赤口 お達者サロン（岩井） 富山ふれコミ  9:00～11:30 

4 火 先勝 茶の間（久枝） 八幡神社 13:30～15:00 

5 水 友引    

6 木 先負    

7 金 仏滅    

8 土 大安 富山学園運動会 富山学園  8:20～15:20 

9 日 赤口    

10 月 友引    

11 火 先負 市部みんなのたまり場 市部青年館 10:00～14:00 

12 水 仏滅    

13 木 大安 

岩井駅東側花壇清掃（いわい案内人の会） ＪＲ岩井駅  9:30～ 

出張にこにこ広場(子育て支援センター) 富山ふれコミ 10:00～15:00 

だんらんカフェ 古民家カフェ田舎の家 13:30～15:00 

みならく出口 高崎出口青年館 13:30～15:30 

14 金 赤口 
お達者サロン（平群） 富山コミセン  9:00～11:45 

人権相談・行政相談 富山ふれコミ 13:30～16:00 

15 土 先勝 

岩井海岸清掃（久枝１・２、３観光） 岩井海岸  8:00～ 

おはなしだいすき（あひるの会） 富山ふれコミ 10:30～ 

出張介護個別相談会 富山ふれコミ 13:00～ 

16 日 友引    

17 月 先負 
敬老の日   

お達者サロン（岩井） 富山ふれコミ  9:00～11:30 

18 火 仏滅 茶の間（久枝） 八幡神社 13:30～15:00 

19 水 大安 
ふらっとフットパス５４ （中面をご覧ください） 10:00～15:30 

ふれあいランチサービス（社会福祉サポートセンター） 

20 木 赤口 お達者サロン（岩井） 富山ふれコミ  9:00～11:30 

21 金 先勝    

22 土 友引    

23 日 先負 秋分の日   

24 月 仏滅 振替休日   

25 火 大安 市部みんなのたまり場 市部青年館 10:00～14:00 

26 水 赤口    

27 木 先勝 
だんらんカフェ 古民家カフェ田舎の家 13:30～15:00 

みならく出口 高崎出口青年館 13:30～15:30 

28 金 友引 お達者サロン（平群） 富山コミセン  9:00～11:45 

29 土 先負    

30 日 仏滅    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発行： 南房総市 富山地域づくり協議会「ふらっと」 
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 TEL：0470-57-3000 / FAX：0470-57-3002 

 メールアドレス：tomy_furatt@yahoo.co.jp 

 ふらっと 通信 
南房総みんみんネット 検索 

平成３０年８月 

第９７号 

※「富山ふれコミ」は富山ふれあいコミュニティセンター（久枝） 

 「富山コミセン」は富山コミュニティセンター（平久里中） 

決戦は８月１０日・１１日 熱と気迫のこもる練習を重ねて！！ 

さる７月末、千葉県中学校総合体育大会の剣道競技で、富山中学校（高栁聡校長）の男子・女子

剣道部が、そろって関東大会出場を決めました。 

女子は今回出場４６校中で３位となり３年ぶ

り、男子も出場４５校中でベスト８となって最後

の出場決定戦を勝ち切り、２８年ぶりの関東大会

出場となりました。 

取材したこの日、富山学園では、房南中との合

同練習が行われていました。剣道部顧問の指導が

飛ぶ中、全員が鋭い動きとともに、気合の入った

声を上げながら、気迫こもる練習に精いっぱい取

り組んでいました。 

＜出場メンバー＞ ※敬称略 

女子：髙梨里実、川村由奈、野口瑞香、羽山和花、田中万結、川名沙弥、諸岡 明 

男子：石井 颯、山本能然、髙梨有生、平野元悠、増田 竣 

富山中剣道部 男女ともに関東大会出場！ 

長年にわたる美化活動 海岸の環境に関する功労団体として認められ 

この度富山中学校が、海事に貢献する功労者・団体を表彰する「平成 30 年「海の日」海事関係

功労者表彰」において、最高位の「国土交通大臣表彰」を受賞しました。 

同賞は、「海の日」にちなみ設立されたもので、今年

で２３回目を数えます。今回の同校の受賞は、長年に

わたり、中学１年生が毎年５月に実施する岩井海岸の

清掃活動が、「海をきれいにするための一般協力者」と 

して認められて授与されたものです。 

この清掃活動は、小中一貫校となる前から続いてい

ます。活動に際し地引き網など生徒の漁業体験も行わ

れることから、地域との交流をはかる大切な機会でも

あり、同校としては今後も伝統行事として受け継いで

いきたいということです。 

富山学園が国土交通大臣表彰 

合同練習の様子。上位進出を目指して気合十分！ 

記念の盾と表彰状を手にする生徒会役員 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

案内チラシおよび「ふらっと通信７月号」で、「雨天中止」とありましたが、雨天の場合

でも「星座のお話」は実施いたします。多くみなさまのご参加をお待ちしています。 

【お詫びと訂正】８月１７日(金)開催の「夏の星空観察会」について 

期 日 ９月１９日(水) 雨天の場合は２０日(木) 

集 合 旧文教学園下駐車場（岩井川河口隣）に９時５０分まで 

参加費 １，０００円（昼食代、土産代、保険代、資料代ほか） 

持ち物 飲み物、保険証、雨具 

コース （約１２㎞＋登山） 

集合場所出発（１０時）～岩井海岸～岩井袋浅間神社～勝山陣屋跡～ 

八幡山（勝山漁港近く）～大黒山～頼朝上陸地（昼食・休憩）～妙典寺・加知山神社～ 

市部瀬～飯之坂～福聚院～集合場所（15 時３０分頃解散） 

申込み ８月２０日(月)から受付を開始 

富山地域づくり協議会「ふらっと」 ☎57-３０００（土日祝日を除く） 

幕末から明治へ激動の時代を生きた 

最後の勝山藩主 酒井忠美ゆかりの地を巡ります。 

マウンテンバイクのチームが、本格的なパフォーマンスを披露！ 

サーカスのようなパフォーマンスも楽しめることから、人気の高い自転車「マウンテンバイク」。 

その専門チーム「ツバグラ（TUBAGRA）」が、今年も白鳩保育園にやって来ます。 

ジャンプやターン、スピンなど、色々な技やトリックを披露する他、実際乗れる試乗イベントも 

行われる予定です。地元ではお目にかかれない、本格的な自転車イベントをこの夏体感しよう！  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 時 ８月２３日(木) １６時～１７時（入場無料） 

場 所 白鳩保育園 園庭 

内 容 マウンテンバイクによるパフォーマンス披露、試乗体験など予定 

申込み・問合せ 白鳩保育園 ☎５７-２１７３（土日祝日を除く） 

白鳩保育園で、マウンテンバイクの 

パフォーマンス＆体験イベント！ 

華麗なウィリー 平均台の上でバランス！ 人間の上をジャンプ！ 

※写真は 2016 年の様子 

７月２６日(木)、市部の観音山でシャボン玉と紙ヒコーキ遊びを行った後、 

「森のてーぶる」を会場に、「オオクワガタ観察会」を実施しました。 

観察会では、「森のてーぶる」オーナーの堀込氏が丹精込めて飼育したオオクワガタ

の披露と説明があり、参加した子どもたちは夢中になって堀込氏の話に聞き入ってい

ました。説明の後は、お待ちかねの抽選会が行われ、オオクワガタや参加賞のカブト

ムシなどがプレゼントされ、子どもたちはもちろん、大人も盛り上がっていました。 

観察会の最後は、堀込氏と

子どもたちで記念写真。 

プレゼントのオオクワガ

タやカブトムシを入れた

虫かごを、大事に抱えて 

笑顔でピース！ 

シャボン玉と紙ヒコーキを

飛ばして遊ぶ子どもたち。 

オオクワガタやカブトムシに大興奮！ 

〇神輿渡御（みこしとぎょ）※主な順路 

【久枝】 天満神社（９：３０）→夕凪の郷（９：４７）→ＪＡ安房（１０：０５）→ 

ネッツトヨタ多摩前（１０：２５）→葵の園（１０：４５）→海岸（１１：２０）→ 

御浜出（１２：１５）→八幡神社（１３：００）→神明社（１４：２０）→ 

天満神社（１５：００） 

【市部】 天満神社（８：３０）→明石新聞店（９：５５）→岩井駅（１０：４０）→ 

夕凪の郷（１１：２０）→旧小学校校門（１１：３５）→福聚院（１２：００）→ 

天満神社（１２：３０） 

【竹内】 八雲神社（８：３０）→コメリ脇（９：５０）→ 

集会所（１１：００）→八雲神社（１２：００） 

〇屋台運行 ※主な集合場所 

【久枝・市部・竹内・宮谷・合戸・二部】道の駅富楽里 （１６：００～１７：００/菓
か

子
し

投げあり） 

【久枝・市部・竹内】 ＪＲ岩井駅 （１９：１０～１９：５０） 

【下里松・岡・出口・浜下】 高崎公会堂 （１４：１５～１４：３５） 

【高崎連合・小浦】 旧文教学園下駐車場（岩井川河口大駐車場） 

   

地域のお祭りを 
みんなで楽しもう！ 

岩井地区祭礼 
８月２５日(土) 

※下記の時間はあくまで目安です。 

（１８：０５～２０：００/お囃子
は や し

の共演など） 


