
富山のことをもっとよく知ろう ２０１８年１１月の行事（１０月 1日現在の情報） 

日 曜 六曜 行事・主催 場所 時間 

1 木 友引    

2 金 先負    

3 土 仏滅 

文化の日   

岩井海岸ビーチクリーン（雨天翌日順延） 
（☎ 080-8051-6039 i.PLANNER 渡辺） 

 中央監視所前  6:30～7:30 

富山地区文化祭（南房総市文化協会富山支部） 富山ふれコミ  9:00～15:00 

4 日 大安 〃 ※４日(日)は芸能発表 〃 10:00～15:00 

5 月 赤口 
サロン「お達者サロンいわい」 

（☎ 090-5505-7022 吉澤）  
富山ふれコミ  9:00～11:30 

6 火 先勝 サロン「茶の間」（久枝３・４） 八幡神社 13:30～15:00 

7 水 友引    

8 木 仏滅 

岩井駅東側花壇清掃（いわい案内人の会） ＪＲ岩井駅  9:30～ 

サロン「だんらんカフェ（犬掛）」 

（☎ 090-8963-5674 前田） 
古民家カフェ「田舎の家」 13:30～15:00 

サロン「みならく出口」 高崎出口青年館 13:30～15:30 

9 金 大安 
サロン「お達者サロンへぐり」 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 

10 土 赤口 
第３回南房総市老人クラブ連合会富山支部演芸大会 富山ふれコミ 10:00～15:00 

富山学園 PTA「資源回収」（雨天翌日順延）   8:00～ 

11 日 先勝 平群地区避難訓練 平群地区  8:00～9:00 

12 月 友引    

13 火 先負 
サロン「市部みんなのたまり場」 

（☎ 090-5505-7022 吉澤） 
市部青年館 10:00～14:00 

14 水 仏滅    

15 木 大安 
岩井海岸清掃（久枝１・２、３観光） 岩井海岸  8:00～ 

出張介護個別相談会 富山ふれコミ  13:00～ 

16 金 赤口    

17 土 先勝 
おはなしだいすき（あひるの会） 富山ふれコミ  10:30～ 

白鳩保育園 シャボン玉ショー(詳しくは中面をご覧ください） 富山ふれコミ 10:00～12:00 

18 日 友引    

19 月 先負 サロン「お達者サロンいわい」 富山ふれコミ  9:00～11:30 

20 火 仏滅 サロン「茶の間」（久枝３・４） 八幡神社 13:30～15:00 

21 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）   

出張にこにこ広場 富山ふれコミ 10:00～15:00 

22 木 赤口 
サロン「だんらんカフェ（犬掛）」 古民家カフェ「田舎の家」 13:30～15:00 

サロン「みならく出口」 高崎出口青年館 13:30～15:30 

23 金 先勝 

勤労感謝の日    

サロン「お達者サロンへぐり」 富山コミセン  9:00～11:45 

伏姫秋まつり（詳しくは表面をご覧ください） 旧平群小校庭・体育館 10:00～14:30 

24 土 友引    

25 日 先負    

26 月 仏滅    

27 火 大安 サロン「市部みんなのたまり場」 市部青年館 10:00～14:00 

28 水 赤口 ふらっとフットパス５６（詳しくは中面をご覧ください）   

29 木 先勝    

30 金 友引 
一斉避難訓練（保・幼・小・中）および避難所宿泊体験 富山学園   

地域と作る防災講座（詳しくは 11 月号をご覧ください） 富山学園  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 （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１０月 

第９９号 

今年も富山学園 PTA 主催の「資源回収」が実施されます。どうぞご協力ください。 

日 時 １１月１０日(土) ８時～  ※雨天時は１１月１１日(日)に延期 

回収物 古新聞、雑誌、段ボール、国産ビールの大ビン・中ビン、ビール・ 

 ジュース等のアルミ缶およびケース箱 （一升瓶は旧平群小で回収） 

 ※古着等の布類、鉄類、貝は回収しません。 

 ※搬入場所や地区ごとの収集場所など、詳しくは別途回覧をご覧ください。 

富山学園 PTA「資源回収」のお知らせ 

※「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） 

<プログラム> 

１０時～ 開会 

★児童生徒の作品展 

★焼き芋・芋煮会・ポップコーン・綿菓子・焼マシュマロづくり体験 

★縁日あそび（屋内でのあそび） 

１２時～ 人形劇団「あわの実」による人形劇など 

１３時～ 縁日あそび（屋外でのあそび） 

１４時～ 祭ばやしと子どもみこしの共演 

１４時３０分 閉会 

🌸同時開催！南房総サイクルツーリズム協議会（グッズ販売と乗車体験） 

日時：１１月２３日（金）祝日 １０時から１４時３０分まで 

会場：旧平群小学校校庭・平群体育館 

 

※プログラムの内容は予定です。都合により変更する場合があります。ご了承ください。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

富山幼稚園で９月２６日(水)、南房総市保健推進員の指導による

「おはしの教室」が催され、園児たちは食事の時の正しい姿勢や箸

の使い方、食べ物の栄養などを学びました。このプログラムは、こ

れらの学びを通じて「食の力を育てる」ことを目的としています。 

前半は、まず正しい座り方から始まり、 

茶碗や箸の置き方や持ち方を覚えました。 

続いて箸を動かす練習をし、スポンジや 

豆を実際に箸でつまむなどしました。園児たちは、時折顔をしかめつつも、

笑顔いっぱい楽しみながら箸に親しみました。後半は保健推進員による 

寸劇が行われ、食べ物の栄養の種類や歯磨きの仕方などを学びました。 

楽しく学ぼう！ 富山幼稚園「おはしの教室」 

TVなどで活躍するシャボン玉アーティストがやって来る! 

数々のテクニックで子どもから大人まで魅了する、プロのシャボン玉アーティスト

すぎやまこうじ氏が、不思議で楽しいシャボン玉ショーを行います。 

「見る」だけでなく、シャボン玉に触れて遊べる楽しいイベント。ぜひ遊びに来てください！ 

日 時 １１月１７日(土) １０時～１２時 

場 所 富山ふれあいコミュニティセンター 多目的ホール 

 ※ホール内は土足禁止のため、スリッパなど 室内履きを各自ご用意ください。 

問合せ 白鳩保育園 ☎５７-２１７３（土日祝日を除く） 

夢いっぱいシャボン玉ショーで遊ぼう！ 11/17(土)

入場無料！ 

期 日 １１月２８日(水)（雨天の場合は２９日(木)に延期） 

集 合 旧平群小学校校庭（平久里中２２０）に８時５０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 飲み物、保険証、雨具 

コース （約８．５㎞＋伊予ヶ岳登山） 集合場所出発（９時）～伊予ヶ岳（四阿）～嶺岡林道３号線～

「川上の駅」想定地 B～古道～川上青年館（昼食・休憩）～「川上の駅」想定地 A～沢又薬師堂～

平群郡衙想定地～正寿院～集合場所（15 時３０分頃解散） 

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

伊予ヶ岳を中腹まで登り、 
周辺にある古代「川上の駅・郡衙」の想定地を巡ります。 

 

 

「富山子どもかるた(仮称)」の 
作成にご協力ください！ 

11/15(木) 
締め切り 

富山地域づくり協議会「ふらっと」と富山学園は、「富山子どもかるた（仮称）」を作成し、子ど

もたちが、かるた遊びを通して故郷への誇りや愛着が持てるようにしたいと考えています。 

現在、富山学園の子どもたちが読み札の「ことば」を考えていますが、地域の皆様からも募集し

たいと思います。下記の募集要項にそって、ご協力をお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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） 

◎募集要項 

【テーマ】 

富山地区に関係する歴史・文化、生活・産業、自然など有名なもの、自慢できるもの、いつまでも

残したいものの単語を使って、文章・フレーズを作ってください。 

【募集条件】 

１．「ことば（文章）」の最初の文字は、「あ」～「わ」までの４４文字を使う（「を」「ん」除く。） 

２．「ことば（文章）」は、できれば五七調や七五調などのテンポの良いものが望ましい。 

◎応募方法（必要事項を明記してお送りください） 

【必要事項（下記の４つを必ず明記ください）】 

①氏名・②連絡先・③読み札の「ことば（文章）」 

④「ことば（文章）」の説明 

【応募方法（いずれかの方法でお送りください）】 

１．FAX（０４７０－５７－３００２） 

２．メール（ tomy_furatt@yahoo.co.jp ） 

３．郵送または持込（〒２９９-２２１６ 南房総市久枝３２７富山地域センター内「ふらっと」宛） 

※電話でのご応募は受け付けておりません。 

※子どもたちと同様の「ことば（文章）」となった場合、子どもたちの作品を優先させていただきます。 

単語例：「富山（とみさん）」、「大蘇鉄」、「平群ばやし」、「富楽里」、・・・ 

応募例： 

①氏名 ＝ふらっと太郎 

②連絡先 ＝５７－３０００ 

③ことば ＝「と」：富山は 里見八犬伝 ゆかりの地 

④説明 ＝滝沢馬琴は、富山を一つの舞台として

南総里見八犬伝を書きました。 

 「郷土に誇りの持てる子どもの育成」の一環として、地元食材や地

元の伝統料理・調理法などに触れる機会を設けるため、「富山学園料理

コンテスト」を行っています。「南房総食材を使ったお弁当」をテーマ

に、夏休み中に生徒たちが工夫を凝らして作ったお弁当の写真とレシ

ピを、富山地区区長会、岩井民宿組合、JA 安房富山支店、岩井富浦漁

業協同組合、内房商工会、道の駅富楽里とみやま、富山学園 PTA、「ふ

らっと」の各代表が審査員となり優秀作品を選びました。 

１０月２６日(金)の文化祭で表彰式が行われる予定です。 

「富山学園料理コンテスト」審査会を行いました 

１３４点の作品の中から、１０点の 

優秀作品を選びました。 

 今年も「第３回南房総市老人クラブ連合会富山支部演芸大会」が開催されます。カラオケや踊りな

ど催しや、「菜の花本線」などでお馴染みの地元歌手石橋美絵さんが出演予定です。 

日 時 １１月１０日(土) １０時～１５時 

場 所 富山ふれあいコミュニティセンター 多目的ホール 

恒例！ 黒潮シニアクラブの演芸大会 11/1０(土)

 
１０月２２日(月) 

から参加受付 

●御輿運行 平群天神社発１３：００／御仮屋発１５：００ 

●屋台運行（※一部の出発場所および時刻は、過去の屋台運行を参考に作成。） 

平群グラウンド 
１８：０５着 
１９：５５発 

平久里中 

田渕商店前 

１３：００ 

荒 川 

華表裏集会場 

１３：００ 

山 田 

山田青年館 

１３：３０ 

井 川 

井野集会所 

１２：３０ 

戸倉スタンド着 

１６：００ 

平久里下 

旧松尾商店脇 

１１：３０ 

米 澤 

春日神社 

１４：２０ 

犬 掛 

犬掛青年館 

１４：００ 

吉 澤 

豊受神社 

１３：００ 

旧松尾商店着 

１６：１０ 

平群地区祭礼のお知らせ 1０/２０(土)


