
富山のことをもっとよく知ろう ２０１９年４月の行事（３月 1日現在の情報） 

日 曜 六曜 行事・主催 場所 時間 

1 月 先負    

2 火 仏滅    

3 水 大安 ふらっとフットパス６１（詳しくは 1 面をご覧ください）   

4 木 赤口    

5 金 先負    

6 土 仏滅 
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 

7 日 大安 千葉県議会議員選挙投票日 

富山ふれコミ 

富山岩井体育館 

富山コミセン 

 7:00～20:00 

8 月 赤口    

9 火 先勝    

10 水 友引 
富山子ども園入園式 富山子ども園  9:00～ 

富山学園小中合同入学式 富山学園  9:45～ 

11 木 先負 岩井駅東側花壇清掃（いわい案内人の会） ＪＲ岩井駅  9:30～ 

12 金 仏滅    

13 土 大安    

14 日 赤口    

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

16 火 友引    

17 水 先負 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 仏滅 出張にこにこ広場 富山ふれコミ 10:00～15:00 

19 金 大安 おはなしだいすき（あひるの会） 富山学園  8:00～8:15 

20 土 赤口 
「ふらっと」平成 30年度総会 富山ふれコミ 14:00～16:00 

おはなしだいすき（あひるの会） 富山ふれコミ 10:30～11:30 

21 日 先勝    

22 月 友引    

23 火 先負    

24 水 仏滅    

25 木 大安    

26 金 赤口    

27 土 先勝 白鳩保育園入園進級式 白鳩保育園  10:00～ 

28 日 友引    

29 月 先負 昭和の日   

30 火 仏滅 退位の日   

      

サロン開催予定 場 所 時 間 ４月の開催日 問合せ・備考 

お達者サロンいわい 富山ふれコミ 第 1・3(月) 9:00～11:30 １日 １５日 090-5505-7022(吉澤) 

茶の間（久枝３・４） 八幡神社 第 1・3(火) 13:30～15:00 ２日 １６日  

市部みんなのたまり場 市部青年館 第 2・4(火) 10:00～14:00 ９日 ２３日 090-5505-7022(吉澤) 

みならく出口 高崎出口青年館 第 2・4(木) 13:30～15:30 １１日 ２５日  

お達者サロンへぐり 富山コミセン 第 2・4(金) 9:00～11:45 １２日 ２６日  

いのばた 井野集会所 毎月 20 日 13:30～15:30 ２０日 －  

だんらんカフェ（犬掛） 古民家カフェ「田舎の家」 第 1・3(木) 13:30～15:00 ４日  １８日 090-8963-5674(前田) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「放課後子どもクラブ」の 

サポート員を募集します 

 
３月１５日(金) 

から参加受付 

※「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） 

※ これら情報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のでご了承ください。 

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 

南房総みんみんネット 検索 

 ふらっと 通信 
２０１９年３月 

第１０４号 

読書や宿題などして過ごす小学生の見守り活動です 

富山小学校では、小学校５・６年生を対象に「放課後子どもクラブ」を平成２８年から実施して

います。講座が始まるまでの時間を子どもたちは図書室で宿題や読書で過ごしています。 

サポート員は、この時間帯の見守り活動を行っています。 

活動内容 

①学校終了後から講座開始までの児童の見守り 

②受講する児童の参加確認 

③講座後の児童の引き渡し 

活動時間   

毎週(月)～(金)の１４時４５分～１８時まで 

・シフト制・２名体制 

・時間は日によって変わります 

・週１回からでも可 ご相談に応じます 

申込み期限 ３月２９日(金) 

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） 

岩井と勝山にある小林一茶ゆかりの  
お堂やお寺を訪ねます。  

 
桜や二輪草が咲く、市部瀬、松尾神社、寿薬寺、高崎公園、岩井川沿いなど歩きながら、

小林一茶ゆかりの勝山の「浄蓮寺」や岩井の「湯浴堂」を訪ねます。 

期 日 ４月３日(水) 雨天の場合は４日(木)に延期 

集 合 富山ふれあいスポーツセンター駐車場（南房総市久枝 1024）に８時２０分まで 

定 員 50 人程度 

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１１ｋｍ＋高崎公園 

集合場所出発（８時３０分）～JR 岩井駅（上り９時６分乗車）＝＝JR 安房勝山駅 

（９時９分下車）～浄蓮寺～鋸南町役場横～内房線沿い農道～市部瀬古道～検儀谷～ 

二部の松尾神社～市部の天満神社（昼食・休憩）～竹内経由～寿薬寺～高崎公園（山）～ 

湯浴堂～岩井川沿い経由～集合場所着（15 時頃解散） 

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） 

サポート員の見守りの様子 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２月２３日(土)１７時３０分から、アマチュア天文家の浦辺守さんを講師に招いて、「冬の星座

観察会」を平群体育館と旧平群小校庭で実施しました。 

前日から天候不順で、望遠鏡での観察を行うことができるか心配されましたが、観察会が始ま

る頃には南の空に、雲の切れ間からオリオン座を中心に多くの星座や星雲が観察できました。 

また、観察会の冒頭には、星図を用いてこの時期に見られる星座の解説を浦辺さんから行って

いただきました。参加者からは、大型望遠鏡で見る星座に「わー、すごい！ キレイ！」といった

声が何度もあがっていました。 

観察会に備えて４台の大型望遠鏡が校庭にスタンバイされた 

３月３日(日)、富山ふれあいスポーツセンター多目的室を会場に、今年も「ちびっこ春まつり」

を行いました。あいにくの雨でしたが、多くの子どもたちが来場し、館山市の人形劇団「あわの実」

の人形劇や、「あひるの会」の絵本の読み聞かせ・紙芝居・折り紙、どんぐりアート・缶つみ遊び

などを楽しみました。 

おもいっきり遊んだあとには子どもたちにお菓子をプレゼント。楽しい時間を過ごしました。 

など、お気軽にお尋ねください。 

「冬の星座観察会」を実施しました 

 

星の動きなど、スクリーンに星図を投影してわかりやすく解説 

２月、「ふらっと」の視察研修で、東京都東久留米市氷川台の「氷川台自治会」を訪問しました。 

同会は、住民主体による独自で先進的な活動とその成果が認められ、東京消防庁「第 13 回地域

の防火防災功労賞」優秀賞、平成２８年度「ふるさとづくり大賞団体賞(総務大臣賞)」、平成３０年

度「あしたのまち・くらしづくり活動賞 内閣総理大臣賞（最高位）」などを受賞した自治会です。 

今回の視察では、南房総市で

も課題である「空き家対策」を

中心に、防災や高齢者見守り、

コミュニティバス運行、地域で

人が集まる仕組みのポイントな

ど、同会の殿田会長から直々に

詳しく説明していただき、様々

な取り組みを学びました。 

視察研修「氷川台自治会」を訪問 

「ちびっこ春まつり」で楽しみました 

「あわの実」の人形劇を楽しむ 

子どもたち。 

入会はいつでも可能 活動の見学などお気軽にどうぞ！ 

富山地域づくり協議会「ふらっと」は、一緒に地域づくりに参加いただける方を

募集しています。入会はいつでも可能です。 

◎活動やイベント、会議などの見学 

◎「話だけでも聞いてみたい」  

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） 

「あひるの会」による紙芝居。 

この後は折り紙で盛り上がった。 

缶積みやどんぐり 

アートに夢中。 

「ふらっと健康講座」で健康あったか鍋づくり 

あなたも「ふらっと」に参加しませんか？ 

 

３月５日(火)、富山ふれあいコミュニティセンター 

調理室で、「ふらっと健康講座」を行いました。 

当日のメニューは、鶏肉や根菜いっぱいの健康

あったか鍋にアジのさんが焼き、雑穀米など作り

ました。参加された方々の見事な手さばきで全て

の料理が見る間に完成。ゆっくり歓談しながら 

早めの昼食を楽しみました。 

また、「健康でいるためには、どのような食材

を摂取し、どんな点に注意すべきか」といった説

明も行ない、有意義な時間を過ごしました。 

同会の活動で地域の評価が上がり 

若い転入者が増えているという。 

殿田会長の講話は、笑いの絶えない 

興味深い話ばかりだった。 

さんが焼きなどの他、 

なますやデザートに 

フルーツのヨーグルト
がけも作った。 


