
富山のことをもっとよく知ろう ２０１８年１０月の行事（９月 1日現在の情報） 

日 曜 六曜 行事・主催 場所 時間 

1 月 大安 お達者サロン（岩井） 富山ふれコミ  9:00～11:30 

2 火 赤口 茶の間（久枝） 八幡神社 13:30～15:00 

3 水 先勝 ふらっと健康講座（そば打ち体験） （中面をご覧ください）  9:30～12:00 

4 木 友引    

5 金 先負    

6 土 仏滅 

岩井海岸ビーチクリーン 

（i.PLANNER ☎ 080-8051-6039 渡辺） 
 第 1 監視所前 

 6:00～7:00 

（雨天翌日順延） 

白鳩保育園運動会 富山ふれスポ  9:00～ 

7 日 大安 第１２回富山ふせひめ体育大会 多目的運動場  9:00～12:30 

8 月 
赤口 

縁結び 浜コン in 南房総（応募締切 9 月 24日） 

（南房総市内房商工会 ☎ 0470-33-2257） 
富山ふれスポ他  9:30～17:00 

体育の日 

9 火 先負 市部みんなのたまり場 市部青年館 10:00～14:00 

10 水 仏滅    

11 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～ 

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 

12 金 赤口 

オリンピック教室（五輪選手を招き実技や講話） 富山学園  8:30～12:30 

お達者サロン（平群） 富山コミセン  9:00～11:45 

市政懇談会 富山ふれコミ  19:00～ 

行政相談 富山ふれコミ 13:30～16:00 

13 土 先勝 
富山保育所運動会 富山小中体育館  9:30～ 

平群天神社清掃 平群天神社 13:30～15:00 

14 日 友引 地引き網と海鮮バーベキュー（岩井民宿組合） 岩井海岸中央ステージ  7:40～ 

15 月 先負 

岩井海岸清掃（久枝１・２、３観光） 岩井海岸  8:00～ 

お達者サロン（岩井） 富山ふれコミ  9:00～11:30 

出張介護個別相談会 富山ふれコミ  13:00～ 

16 火 仏滅 茶の間（久枝） 八幡神社 13:30～15:00 

17 水 大安 ふれあいランチサービス（社会福祉サポートセンター） 

18 木 赤口 
出張にこにこ広場 富山子ども園 10:00～15:00 

富山小学校修学旅行（19 日(金)まで） 箱根・鎌倉方面  

19 金 先勝    

20 土 友引 
平群祭礼 平群地区  

おはなしだいすき（あひるの会） 富山ふれコミ  10:30～ 

21 日 先負 ふらっとフットパス５５ （中面をご覧ください）  9:00～15:00 

22 月 仏滅    

23 火 大安 市部みんなのたまり場 市部青年館 10:00～14:00 

24 水 赤口    

25 木 先勝 

平群天神社祭典 平群天神社  

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 

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

富山学園文化祭 富山学園  9:20～ 

27 土 先負 
白鳩保育園きらきら会（ハロウィンダンス） 道の駅 富楽里  10:00～ 

第３回へぐりマルシェ 旧平群小学校 10:00～14:00 

28 日 仏滅 地引き網と海鮮バーベキュー（岩井民宿組合） 岩井海岸中央ステージ  7:40～ 

29 月 大安    

30 火 赤口    

31 水 先勝    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発行： 南房総市 富山地域づくり協議会「ふらっと」 

 〒299‐2216 南房総市久枝３２7 番（富山地域センター内） 

 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 

２０１８年９月 

第９８号 

幼稚園から中学３年生まで一緒に力を尽くして 

９月８日(土)富山学園にて、富山幼稚園・小学校・中学校の園児・生徒たちによる、「平成３０年

度富山学園秋季大運動会」が行われました。合同での開催は今年で３回目となります。 

幼稚園児から中学３年生まで総勢３７０名以上が、「一心不乱 ～仲間と一緒に つかめ！優勝！

～」をスローガンに、徒競走や玉入れ、ムカデ競走、綱引きなど全３０種目に力いっぱい取り組み

ました。徒競走では、懸命に走る姿に熱い声援が送られました。リレーの手に汗握る展開に、集ま

った父兄や地域の人々からも、大きな応援の声や拍手が飛びかいました。また団体競技や幼稚園の

リズム遊戯、４・５・６年生のソーラン節や中学部の組体操なども、来場者を大いに沸かせました。 

富山学園で合同運動会が開催されました 

アジアチャンピオンも登場 本物の技を子どもたちに披露 

白鳩保育園で８月２３日(木)、MTB（マウンテンバイク）チーム「TUBAGRA（ツバグラ）」に

よる「トライアル（速さやタイムではなくジャンプなど技を競う競技）」のショーが行われ、その

迫力に子どもたちも大いに盛り上がりました。本イベントの開催は今年で５回目。 

今回は、４月に全日本およびアジア大会で優勝した尾又 

太一氏も登場。子どもたちの間近でウイリーやジャンプ技、

鋭いターンなど披露しました。さらに２台の自転車がジャン

プの高さを競い合い、１４０cm のバーを飛び越すと歓声が上

がりました。ショーの後、子どもたちは実際、自転車に乗っ

たり技を試すなど楽しみました。TUBAGRA 代表の内藤仁雄

氏は、「ジャンプや静止の技を覚えると、実は乗り方のマナー

や安全性も上がります。MTB に親しむ子どもが増えて、世界

で活躍する選手が出てきたら嬉しいですね。」と話しました。 

迫力満点！ 本格的「マウンテンバイクショー」 

息をのむ迫力のジャンプに、 
会場全体が釘づけ。 

※「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） 

リレーの手に汗握る展開に 
会場も盛り上がる 

１・２年生による玉入れ リズム遊戯を披露する園児たち 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

期 日 １０月２１日(日)（雨天の場合は２２日(月)に延期となり、古文書の虫干しは見られません。） 

集 合 富山ふれあいスポーツセンター駐車場に８時２０分まで 

参加費 １，０００円（昼食代、お土産代、保険代、資料代ほか） 

持ち物 電車代（140 円）、飲み物、保険証、雨具 

コース （約１２㎞） 

集合場所出発（８時３０分）～田子台（妙典台）～下佐久間～佐久間川沿い～竜島踏切～ 

鋸南中前～妙本寺の裏山～鋸南町公民館（昼食・休憩）～妙本寺（古文書の虫干し見学等）～ 

真珠島・竜島神社～安房勝山駅～JR～岩井駅～集合場所（15 時頃解散） 

申込み ９月１９日（水）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） 

宮谷や犬掛で「いろは字」という古辞書を編纂した、 

日我上人ゆかりの妙本寺を訪ねます。 

伏姫夏まつり実行委員会主催の「伏姫夏まつり」が、８月４日(土)に富山ふれあいコミュニティ

センターで開催されました。日中の厳しい日差しを避け、第一部は多目的ホールで富山・富浦中ブ

ラスバンド部の演奏と文化協会によるカラオケが行われました。１６時からは、会場を駐車場に移

し、B・B・B（ボケ・防止・バンド）の演奏や、黒潮シニアクラブによる遊びのコーナーとペタン

クニアピンゲーム、また福笑いゲームや彩響会による祭りばやし、最後は盆踊りと多彩な催しもの

と、また模擬店やフリーマーケットなどで会場は盛り上がりました。 

 

「伏姫夏まつり」を楽しみました 

８月１７日(金)、吉井農村公園で「水辺の生きもの観察会」を行いまし

た。今年も「南房総エコネット」にご協力いただき、公園内の小川（ビオ

トープ）に生息する生きものを採取し、種類や数量などを調査した後、小

川に戻して終了。カワニナ・サワガニ・カワゲラ・ナミウズムシなどが多

く見られ、最も水のきれいな「水質階級Ⅰ」であることが確認できました。 

また同日夜は、元鋸南小校長の鈴木富士夫

氏を講師に招き、富山学園の校庭で「夏の星

空観察会」を行いました。 

当日は晴天に恵まれ、望遠鏡で火星・木

星・土星などが確認できました。４２名の参

加者は、夏の星空を満喫しました。 

夏休み企画「水辺の生きもの観察会」と 
「夏の星空観察会」を開催しました 

富山コミュニティセンターで８月２５日(土)、平群地区社会福祉協議会（川名庄平会長）主催 

「地域福祉フォーラム」が、富山国保病院の協力のもと、「認知症の予防」をテーマに開催されました。 

 川名会長と鈴木孝徳院長の挨拶の後、まずは自治医科大・順天堂大の医学生たちから認知症の基

礎知識が説明され、予防につながる運動や食生活、生活習慣などが詳しく解説されました。後半は

富山国保病院の理学療法士の指導による、クイズ形式の脳トレや、認知症の予防体操を行いました。 

このフォーラムは、平成２３年

から行われています。今回は８０

名以上の参加者が集まり、その取

り組む様子からは、参加者の 

地域活動への関心の高さがうか

がえました。 

平群「地域福祉フォーラム」認知症をテーマに 

鈴木院長の話に耳を 
傾ける参加者 

医学生への 
質疑応答 

理学療法士指導による
認知症の予防体操 

夜の校庭にともる露店の灯り 旧平群小で「夜市」 

5 月に開催されて大好評だった「第 1 回へぐりマルシェ」が、今度は「夜」に開催されます。 

夕方１６時から始まり、すっかり夜の闇に包まれるまでの４時間、地域内外から集まった様々な

出店が、旧平群小の校庭に立ち並ぶ予定です。 

初めての試みとなる夜のマルシェ。ぜひご家族みなさんで足を運んでみてください。 

 

 

日 時 ９月２３日(日) １６時～２０時 

場 所 旧平群小学校校庭 

主催・問合せ へぐりマルシェ実行委員会 ☎０９０－４６６７－１０８６（馬場） 

平群の夜を楽しもう「ナイトマルシェ」 

「手打ちそば」と「季節の野菜の天ぷら」を楽しみます 

毎回人気のふらっと健康講座「そば打ち体験」。今回は、秋の味わいとして、

自分で打ったそばと一緒に、季節の野菜を使った天ぷらを楽しみます。 

ぜひふるってご参加ください。 

日 時 １０月３日(水) ９時３０分～１２時（９時１５分から受付） 

場 所 富山ふれあいコミュニティセンター1F調理室 

参加費 ８００円（材料費、保険代、資料代） 

持ち物 エプロン、手ぬぐい等 

定 員 ２０名  募集締切 ９月２８日(金) 

申込み・問合せ 富山地域づくり協議会「ふらっと」 ☎５７-３０００（土日祝日を除く） 

ふらっと健康講座「そば打ち体験」 

※前回のふらっとフットパス５３では、後藤義光および後藤義信作の屋台の見学に際し、高崎区および竹内区の

皆さまには大変お世話になりました。スタッフ一同、感謝申し上げます。 


