
富山のことをもっとよく知ろう ２０１８年１２月の行事（１１月 1 日現在の情報） 

日 曜 六曜 行事・主催 場所 時間 

1 土 先負 

富山学園避難所宿泊体験 11/30(金)～12/1(土) 富山学園  

岩井海岸ビーチクリーン（雨天翌日順延） 

（☎ 080-8051-6039 i.PLANNER 渡辺） 
 高崎駐車場  6:30～7:30 

2 日 仏滅 岩井地区避難訓練 岩井地区  8:30～9:30 

3 月 大安 
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 

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

ふらっと健康講座 (詳しくは中面をご覧ください） 富山ふれコミ  9:30～12:30 

5 水 先勝    

6 木 友引 サロン「みならく出口」 高崎出口青年館 13:30～15:30 

7 金 大安    

8 土 赤口    

9 日 先勝    

10 月 友引    

11 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 

園庭開放（0～3 歳児までの交流） 富山子ども園 10:00～11:00 

12 水 仏滅 ふれあい交流会（黒潮シニアクラブ・富山幼稚園） 富山幼稚園 10:00～ 

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～ 

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 

14 金 赤口 
サロン「お達者サロンへぐり」 富山コミセン  9:00～11:45 

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～ 

白鳩保育園クリスマス音楽会 白鳩保育園  9:00～ 

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（要予約） 

（☎ 0470-20-4500 内房高齢者相談センター） 
富山ふれコミ 13:30～15:00 

16 日 友引    

17 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 

18 火 仏滅 
出張にこにこ広場 富山ふれコミ 10:00～12:00 

サロン「茶の間」（久枝３・４） 八幡神社 13:30～15:00 

19 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）   

富山・富浦・三芳幼稚園交流会（人形劇観劇） 富浦子ども園  9:30～11:30 

20 木 赤口 サロン「みならく出口」 高崎出口青年館 13:30～15:30 

21 金 先勝 ふらっとフットパス５７（詳しくは中面をご覧ください）   

22 土 友引    

23 日 先負 天皇誕生日   

24 月 仏滅 振替休日   

25 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 

26 水 赤口    

27 木 先勝 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 

28 金 友引 
消防団歳末特別警戒（12/30(日)まで）   

サロン「お達者サロンへぐり」 富山コミセン  9:00～11:45 

29 土 先負    

30 日 仏滅    

31 月 大安 大晦日 富山学園  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発行： 南房総市 富山地域づくり協議会「ふらっと」 
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２０１８年１１月 

第１００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） 

※ 上記は主催団体等からの情報提供時点の内容に基づいており、都合により変更される場合があります。ご了承ください。 

楽しみ盛りだくさん！「伏姫秋まつり」 

 いよいよ今月２３日(金)「伏姫秋まつり」開催です！ ドングリの射的や竹ぼっくり、また今回

から木の葉のビンゴも加わって、自然に親しむ遊びがいっぱい。また焼き芋や芋煮、ポップコーン

や焼きマシュマロなども無料です！  

さらに今年は、「南房総サイクルツーリズム協会」とイベント同時開催です。オリジナルグッズ 

（Ｔシャツ、サイクルジャージやステッカー）販売や、「子どものための楽しい自転車安

全教室」を実施します。遅乗り競争や一本橋走行など、楽しく自転車の乗り方を学べま

す。自分の自転車でも参加可能です！（貸出しも用意あり）。 

ぜひ、みなさんで遊びに来てください！ 

日 時 １１月２３日(金)１０時～１４時３０分 

場 所 旧平群小校庭・平群体育館（雨天時は一部内容を変更して平群体育館内で実施） 

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） 

現役の自衛隊員による貴重な体験談や、避難所体験・ 

防災備品などについて学ぶ公開講座を開催します。 

「避難所ではどんなことをする？」「どんな防災備品や備えが必要？」 

近年多発する自然災害をふまえて、現役の自衛隊員や専門家を迎えて、 

災害時の講話や防災備品の知識など学べる公開講座を行います。 

日頃からの備えのご参考に、ぜひおこしください。 

◎「地域と作る防災講座」 
期 日 １１月３０日(金) 

場 所 富山学園体育館 

内 容 ２回開催（どちらか１つのみの参加でも結構です。） 

①「講話 ～ 現役自衛隊員による災害派遣体験と危機管理（予定）」 

時 間 １３時～１４時３０分（参加無料） 

②「専門家による防災備品などの知識（予定）」 

時 間 １９時～２０時（参加無料） 

※本講座は、１１月３０日(金)～１２月１日(土)に富山学園で児童・生徒を対象に行われる、 

「市内一斉避難訓練」および「避難所宿泊体験」の内容の一部を、公開して行うものです。 

※講座の内容は変更となる場合があります。 

問合せ 南房総市教育委員会 生涯学習課 ☎４６－２９６３（土日祝日を除く） 

地域で防災を考えよう 
富山学園で「地域と作る防災講座」 

参加
無料  

11/２３(金) 

11/３０(金) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

期 日 １２月２１日(金)（雨天の場合は２２日(土)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５㎞＋神奈備山（富士山）・用田要害の登山  

集合場所出発（９時）～用田要害～天神社（昼食・休憩）～神奈備山（富士山）～ 

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） 

平群の用田要害と富士山信仰につながる 
神奈備山（かんなびやま）に登ります。 

 

 

 
１１月１９日(月) 

から参加受付 

「ふらっと健康講座」のお知らせ 12/４(火) 

 体力と免疫力アップを図るため、「ふらっと健康講座」を開催します。内容は、笑いヨガを楽しん

だ後、健康についての話とリズム体操を行う予定です。普段、「運動不足を感じる方、体が弱くなっ

たかな？」と感じる方、参加してみませんか。 

日 時 １２月４日(火)９時３０分～１２時３０分（受付は９時１５分から） 

場 所 富山ふれあいコミュニティセンター ２階 視聴覚室 

参加費 ６００円（弁当・お茶代含む ） 

申込み １１月２８日(水)まで 

 富山地域づくり協議会「ふらっと」 ☎５７－３０００ 

 （土日祝日を除く） 

「富山学園料理コンテスト」 

文化祭で優秀作品の表彰式が行われました 

 「郷土に誇りの持てる子どもの育成」の一環として、富山学

園が毎年行っている「富山学園料理コンテスト」の審査会が９

月１４日(金)に行われ、１０月２６日(金)の文化祭で優秀作品

の表彰式がありました。「南房総の食材を使ったお弁当」をテ

ーマに、夏休み中に生徒が工夫を凝らして作ったお弁当の写真

とレシピを、富山地区区長会会長・副会長、岩井民宿組合長、

JA 安房富山支店長、岩井富浦漁業協同組合長、南房総市内房

商工会会長、道の駅富楽里とみやま支配人、富山学園 PTA、

ふらっと会長などが審査員となり、１３４点の応募作品の中か

ら、地元食材・栄養バランス・彩り・アイディアなどをポイン

トに、優秀作品を選びました。 

文化祭での料理コンテスト 

優秀作品授賞式の様子 

宮谷や犬掛で「いろは字
じ

」という古辞書を編纂
へんさん

した、 

日
にち

我
が

上人
しょうにん

ゆかりの妙本寺を訪ねました。（１０月２１日(日)実施） 

古辞書「いろは字」は、日我上人の自筆本で、上下二巻あったと言われますが、「い」から「く」

までの上巻がなくなり、「や」以降の下巻一冊が残っています。１頁ごとに７行８段の線で枠をとり、

漢字を記し、その左右や下にカタカナで音や訓の読みをつけ、ところどころに注記がしてあります。 

「いろは字」の奥書
おくがき

を見ると作成された経緯などがわかります。奥書には、「私は５２歳の現在まで、

東西都
と

鄙
ひ

（都や田舎）八方手をつくして、多くの典籍
てんせき

を蒐 集
しゅうしゅう

してきた。 

安房で戦が始まった時、兵火を避け、金谷城に籠城した。ところが天文２２年（１５５３年）７月 

１３日、敵の襲撃を受け、妙本寺から運び込んだ寺宝
じ ほ う

・典籍などの大半を焼失してしまった。 

そこで、天文２３年２月以来、書物の切れ端を集めたり、他人の口説を記したりして、小姓を訓育

するための「いろは字」の編集をはじめた。一字一語いろいろと考究し、十分に検討を加えつつ筆を

とったつもりである。」とあります。 

金谷城を脱出した日我上人は、以後、浮島、井谷、宮谷、犬掛あたりを転々

とし、飢えや病気とも戦いながら、「いろは字」を作りました。弘治２年（１５

５６年）に草案が成り、永禄２年（１５５９年）１２月１０日、中塚（なかん

つか：芝の南隣の地か？）で清書が終わりました。 

奥書の最後には、「仮名字をもって衆生
しゅじょう

を引導せん」と書かれ、日我上人の

教化普及への情熱が感じられます。 

「ふらっとフットパス５５」を実施しました 

JA 安房富山支店長賞 

９Ａ：渡辺いろはさん 

「チャーハンと肉巻きをメインとしたお弁当」 

富山地区区長会長賞 

５Ａ：本山 蓮くん 

「ズッキーニのチーズ卵焼きとサババーグ弁当」 

「ふらっと」会長賞 

８Ａ：本山 結さん 

「アジ饅頭弁当」 

南房総市内房商工会長賞 

９Ａ：井野百合乃さん 

「夏野菜の肉詰め弁当」 

岩井民宿組合長賞 

７Ｂ：池田侑介くん 

「色々な色の食材を使った弁当」 

岩井富浦漁業協同組合長賞 

７Ａ：柴田悠稀くん 

「旬の食材をたっぷり使った

カラフルラタトゥイユ」 

道の駅富楽里とみやま支配人賞 
７Ａ：渡辺ふた葉さん 

「チャーハンとピーマンの肉詰めを

メインとしたお弁当」 

「ふらっと」副会長賞 

６Ａ：池貝匠翔くん 

「夏バテに負けないお弁当」 

「ふらっと」副会長賞 

７Ｂ：安西梨乃さん 

「じいちゃんのファーム弁当」 

富山地区区長会副会長賞 

８Ｂ：田中 渉くん 

「富山で世界めぐり弁当」 

富山学園 PTA 会長賞 

９Ａ：川名真由さん 

「自家製野菜弁当」 

富山学園料理コンテスト受賞者と受賞作品 


