
富山のことをもっとよく知ろう ２０１９年５月の行事（４月 1 日現在の情報） 

日 曜 六曜 行事・主催 場所 時間 

1 水 大安 即位の日   

2 木 赤口    

3 金 先勝 憲法記念日   

4 土 友引 

みどりの日   

岩井海岸ビーチクリーン（雨天翌日順延） 

☎ 080-8051-6039 i.PLANNER 渡辺 
 岩井袋側駐車場  6:00～7:00 

5 日 仏滅 こどもの日   

6 月 大安 振替休日   

7 火 赤口    

8 水 先勝 
ふらっとフットパス 62（詳しくは中面をご覧ください。）   

おはなしだいすき（あひるの会） 白鳩保育園 10:00～10:30 

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

10 金 先負 人権相談 富山ふれコミ 13:30～16:00 

11 土 仏滅    

12 日 大安    

13 月 赤口    

14 火 先勝 

富山学園８年生鴨川宿泊（１４日・１５日） 鴨川市  

富山学園９年生修学旅行（１４日～１６日） 奈良・京都  

園庭開放 富山子ども園 10:00～11:00 

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

ふれあいランチサービス（社会福祉サポートセンター）   

16 木 先負    

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

18 土 大安 おはなしだいすき（あひるの会） 富山ふれコミ 10:30～11:30 

19 日 赤口 体力測定会（詳しくは中面をご覧ください。） 富山岩井体育館 13:30～15:30 

20 月 先勝    

21 火 友引    

22 水 先負    

23 木 仏滅 ふらっと健康講座＆ウォーキング   

24 金 大安    

25 土 赤口 ミニ運動会 白鳩保育園  

26 日 先勝 
ゴミゼロ運動 市内全域  

海岸開き 岩井海岸  9:00～ 

27 月 友引    

28 火 先負 出張にこにこ広場 富山子ども園 10:00～15:00 

29 水 仏滅    

30 木 大安 市内一斉避難訓練（小中・登校時） 富山学園  

31 金 赤口 市内一斉避難訓練（幼・登園時） 富山子ども園  

      サロン開催予定 場 所 時 間 ５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 ６日 ２０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 ７日 ２１日  

市部みんなのたまり場 市部青年館 第 2・4(火) 10:00～14:00 １４日 ２８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 ９日 ２３日  

お達者サロンへぐり 富山コミセン 第 2・4(金) 9:00～11:45 １０日 ２４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 ２日  １６日 090-8963-5674(前田) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 富山からは２団体 活動内容に審査員も高評価 

３月２３日(土)、とみうら元気倶楽部で「平成３０年度市民提案型まちづくりチャレンジ事業」に

参加した市民団体による、この 1年間の活動発表が行われました。 

これは市の「協働のまちづくり」の一環として、NPO やボランティアなど市民団体から魅力ある

まちづくりのための提案事業を募り、優秀な市民団体に対しては補助金など支援するものです。 

この日は７団体が活動を発表。富山からは、体幹を鍛えて子どもたちの基礎体力を養いケガを 

しない体作りを支援する「体幹トレーニング部」と、岩井海岸を資源に地域振興を行う i.PLANNER

（アイプランナー）の２団体が発表しました。両団体の活動内容とも、健康や地域振興といった地

域への貢献度の高さから、審査員の高い評価を得ました。今後の活動が大いに期待されています。 

 

子どもだけでなく、中学生を対
象にしたプログラムや、「高齢
者向けの体力測定会」で特別講
座なども行った。 

昨夏、子どもを対象に岩井海岸
で開催した「海賊王」イベント
を動画で報告。このイベントで
は、子どもたちは海遊びだけで
なく海岸清掃も行った。 

※「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。 

毎週(水)(木)に開く 

トレーニングスクールや

富山子ども園での特別 

教室、プロ野球選手や 

トレーナー、栄養士を 

招いたイベントなどを 

発表した。 

市民団体による「チャレンジ事業」発表会 

毎月第１(土)の海岸清

掃、各種スポーツや子ど

も向けイベントを報告。

「ビーチアルティメッ

ト」（いわゆるフリスビー

を使ったスポーツ）大会

では約２５０人が参加

し、地元民宿と連携し、

地引網やバーベキューな

ども催した。 

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４月 

第１０５号 

i.PLANNER（アイプランナー）                   

体幹トレーニング部                         



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３月１７日(日)、平群小校庭・平群体育館で「南房総ロゲイニング２０１９春」と「第４回へぐ

りマルシェ」が同時開催されました。 

オリエンテーリングのように山野を巡って得点を競うスポーツであるロゲイニングには、県内外

から１００名ほどが参加。北は佐久間川から南は犬掛分遣所付近、西は富山から東は大椙山までと

いう広い競技エリアを、地図とコンパスを手に歩き回りながら平群の自然に親しみました。 

マルシェは１５団体が出店。焼きそばやバーガー、様々な手作りパン、観葉植物や珍しい雑貨の

数々、手作り体験など多彩なブースが立ち並び、来場した人々を楽しませました。 

「ふらっと」は、安房ふんころがしの会・NPO 法

人南房総エコネット・白浜地域づくり協議会「きら

り」と合同で出店し、木製コンポスト「バクテリア

deキエーロ」を紹介しました。これまで先進地視察

や他団体との連携など行ってきましたが、前述の３

団体と情報交換や今後の活動を話し合う「キエーロ

サミット」を今年開催し、今回の出店となりました。 

当日は、掲示した説明パネルに足を止め、キエー

ロのサンプルに見入る方も多く、常日頃から地域の

ゴミ問題を意識している人々だけでなく、 

・生ごみの重さや臭いに日々悩む方 

・ポリ製のコンポストの臭いや虫に悩やむ方 

・二地域居住で生ゴミ処分に苦慮する方 

・生ごみで堆肥作りを考えている方 など・・・ 

多くの方が色々な悩みや思いを巡らし、アイデアを

探している様子が伺えました。 

今後、新たに協力団体も増え、キエーロサミット

もまた開催予定です。「ふらっと」としても引き続き

キエーロを通じて地域の課題に応えていきたいと考

えています。 

 

６０歳以上の方なら、どなたでも参加可能です！ 
日 時 ５月１９日(日) １３時３０分～１５時３０分 

会 場 富山岩井体育館（旧富山小学校体育館） 

内 容 ◎体力測定（握力・上体おこし・長座体前屈・開眼片足立ち・ 

１０ｍ障害歩行・６分間歩行） 

 ◎体幹を重視した簡単なトレーニング（「体幹トレーニング部」の 

指導で行います。） 

持ち物 タオル・飲み物・動きやすい服装（素足で行うため、上履きは不要） 

主 催 南房総市スポーツ推進連絡協議会 

申込み 受付締切 ５月１６日(木) 

富山地域づくり協議会「ふらっと」☎５７－３０００（土日祝日を除く） 

４月初め、井野地区のサロン「いのばた」でお花見会が行われました。 

この日は絶好のお花見日和。澄み渡った青空を背景に、幾重にも重

なった枝に見頃を迎えた桜の花が、こぼれんばかりに咲いていました。 

サロン「いのばた」は、通常は毎月２０日に井野集会所で開かれて 

いますが（サロンの開催予定について詳しくは裏面をご覧くだ

さい）、今回は花見の時期にあわせて特別に開かれました。 

緩やかな谷あいを上った先、小高い丘の上に立つ「番木堂」

と名付けられた集会所に集まった参加者は、お菓子やお茶、 

コーヒーなど思い思いに持ち寄って、盛りの桜と同じように、

おしゃべりにいくつもの花を咲かせていました。 

「体力測定会」実施のお知らせ 

参加費は無料 

どうぞお気軽に！ 

５/１９(日) 

キエーロに多くの来場者が興味を持った 

 

今回のマルシェも幅広い年代の来場者でにぎわった 

岩井を中心に「地域おこし協力隊」として活躍される相川氏が講演 

【入場無料】どなたでも聴講いただけます 
日 時 ４月２０日(土) １５時～１６時（「ふらっと」通常総会後に開催） 

※進行により時間が前後する場合があります。ご了承ください。 

会 場 富山ふれあいコミュニティセンター ２Ｆ 講義室 

講 師 相川 武士 氏（南房総市地域おこし協力隊） 

演 題 「南房総市における新しい観光の可能性」 

【講師プロフィール】 

１９８３年大阪生まれ。筑波大学生物資源学類卒業後、青年海外協力隊（ルワンダ）、広告、 

ウェブ制作、貿易等経て２０１７年１０月南房総市に移住。「地域おこし協力隊」として IT を活用

した情報発信やインバウンド観光推進に取り組む。配偶者の相川千晶氏も同じ「地域おこし協力隊」

として、健康をテーマにヘルスツーリズム事業の推進に携わっている。 

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） 

「へぐりマルシェ」に出店しました 

参加  
無料  

期 日 ５月８日(水) 雨天の場合は９日(木)に延期 

集 合 旧松尾商店（南房総市平久里下２２２－１）隣の空き地に８時５０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 飲み物、保険証、雨具 

コース 約７ｋｍ＋大台山登山 

集合場所出発（９時）～釜戸原橋・古民家ろくすけ経由～大台山登山～犬掛古戦場～犬掛

青年館（昼食・休憩）～龍喜寺（上滝田）～豊受神社（大塚）～集合場所着（15 時頃解散） 

申込み 受付締切 4 月 25 日(木) 

富山地域づくり協議会「ふらっと」 ☎ 57－３０００（土日祝日を除く） 

 

大台山（余蔵山）に登り、下山後は、  
犬掛古戦場や龍喜寺（高月城）を巡ります。  

 

 

4月１５日(月) 

から参加受付 

「地域づくり講演会」のお知らせ ４/２０(土) 

地域  

づくり 

井野のサロン「いのばた」でお花見会 


