
 

富山のことをもっとよく知ろう ２０１９年９月の行事（８月 1日現在の情報） 

日 曜 六曜 行事・主催 場所 時間 

1 日 仏滅    

2 月 大安    

3 火 赤口    

4 水 先勝    

5 木 友引    

6 金 先負    

7 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 
 岩井袋側駐車場  6:00～7:00 

富山学園運動会 富山学園  8:20～15:20 

8 日 大安    

9 月 赤口    

10 火 先勝 園庭開放 富山子ども園 10:00～11:00 

11 水 友引 おはなしだいすき（あひるの会） 白鳩保育園 10:00～10:30 

12 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～ 

13 金 仏滅 人権相談 富山ふれコミ 10:00～15:00 

14 土 大安    

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

16 月 先勝 敬老の日   

17 火 友引    

18 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）   

19 木 仏滅    

20 金 大安 
ふらっとフットパス 66（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） 富山小学校 8:00～8:15 

21 土 赤口    

22 日 先勝 へぐりナイトマルシェ 旧平群小校庭 （未定） 

23 月 友引 秋分の日   

24 火 先負 出張にこにこ広場 富山子ども園 10:00～15:00 

25 水 仏滅    

26 木 大安    

27 金 赤口    

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

29 日 先負    

30 月 仏滅    

      

サロン開催予定 場 所 時 間 ９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 ２日 １６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 ３日 １７日  

市部みんなのたまり場 市部青年館 第 2・4(火) 10:00～14:00 １０日 ２４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 １２日 ２６日  

お達者サロンへぐり 富山コミセン 第 2・4(金) 9:00～11:45 １３日 ２７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 ５日  １９日 090-8963-5674(前田) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇神輿
み こ し

渡御
と ぎ ょ

 ※主な順路 

【久枝】 久枝天満神社（８：２０）→夕凪の郷（８：４０）→ＪＡ富山（８：５５）→  

富山ふれあいスポーツセンター（９：１０）→葵の園（９：３５）→  

海岸（１０：４３）→御浜出（１１：３７）→八幡神社（１２：２２）→  

神明神社（１３：２５）→久枝天満神社（１４：００）  

【市部】 市部天満神社（８：３０）→明石新聞店（９：５５）→岩井駅（１０：３０）→  

夕凪の郷（１１：２０）→旧池田屋（１１：３５）→福聚院（１２：００）→  

岩井体育館駐車場（１２：２０）→一部天満神社（１６：３０）  

〇屋台運行  ※主な集合場所 

【久枝・市部・竹内・合戸・宮谷・二部・本町・出口・浜下・岡・下里松・小浦】 

岩井体育館 

（１４：２０頃から順次集合～１６：００頃から順次出発） 

【久枝・市部・竹内】  ＪＲ岩井駅 （１９：１０～１９：５０） 

【本町・出口・浜下・岡・下里松・小浦】 岩井神社 （１３：５０～１４：００） 

【本町・出口・浜下・岡・下里松】 岩井川河口大駐車場（１９：１０～２０：１０） 

 高崎集会所（２０：５０～２１：２０） 

※上記の時間は、あくまで目安です。 
※「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。 

 ふらっと 通信 

「令和」最初の岩井祭礼 

～令和元年岩井地区合同祭礼～ 
８/２４(土) 

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 

２０１９年８月 

第１０９号 
南房総みんみんネット 検索 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
８月１３日(火) 

から参加受付 

平群の蛇喰地区や「龍泉寺」、「勝蔵寺」、古民家「ろくすけ」を巡り、
ブルーベリー狩り体験を行いました。（開催日 ７月２６日(金)） 

◎白蛇伝説が伝わる蛇喰（じゃばみ）地区 

蛇喰地区の小高い山の頂に、昔、城があったと言われています。この城は戦国大名の里見氏に 

関係があると思われますが、大変美しいお姫様がいたそうです。このお姫様の噂は、近くだけで 

なく遠く上総の方にまで伝わり、美しいお姫様を奪おうとする者もいたそうです。 

ある秋祭りの日、お姫様は氏神様にお参りをしましたが、その帰り道に

一匹の白蛇が殺されているのを見つけました。お姫様は白蛇を哀れに思い、

家臣に命じて蛇塚を建てさせ、お坊さんを呼んで懇ろに供養しました。 

こうしたお姫様の慈悲深い気持ちが通じたのか、この地区の様々な蛇が 

お姫様を慕って集まり、お姫様の健康を守ったと伝えられています。 

この蛇喰集落では昔から、蛇に噛まれたという話を聞かないそうです。

この集落の人たちは白蛇の霊に永く守られているのでしょうか。 

ふらっとフットパス６４を開催しました 

ふらっと健康講座「手打ちそばと季節 

野菜の天ぷらづくり」を７月１２日(金)に

富山ふれあいコミュニティセンター調理

室で行いました。 

参加者各々が、そば打ちにチャレンジし

た後、野菜の天ぷらなどを添えた自前のそ

ばに舌鼓を打ちました。また食材の効能な

どの説明がスタッフからあり、季節の味を 

楽しみながらの健康講座でした。 

今回のフットパスは、「南総里見八犬伝」の舞台になった滝田城に登り、里見一族の争いである

「天文の内乱」に関係した史跡や、周辺のお寺や神社などを訪れます。 

期 日 ９月２０日(金) 雨天の場合は２１日(土)に延期 

集 合 みよし交流館駐車場（南房総市千代４）に８時５０分まで 

定 員 ５0 人程度 

参加費 １，０００円（昼食代、資料代ほか） 

持ち物 飲み物、保険証、雨具 

コース 約７.２ｋｍ＋滝田城跡登山 

集合場所出発（９時頃）～長谷寺～滝田城下駐車場～滝田城展望台跡・滝田城跡～

高月口～滝田区民会館（昼食・休憩）～十三塚～知恩院～皇神社～集合場所 

（１４時３０分頃解散） 

申込み 受付締切 ９月１７日(火) 

富山地域づくり協議会「ふらっと」 ☎ 57－３０００（土日祝日を除く） 

八犬伝の舞台になった滝田城に登り、周辺を歩きます。 「手打ちそばと季節野菜の天ぷら」で健康づくり 

オオクワガタやカブトムシに大興奮！ 

７月２７日(土)市部の「森のてーぶる」を会場に、「オオクワガタ観察会」を実施しました。 

当日は、観音山で「シャボン玉と紙ヒコーキ遊び」を行う予定でしたが、前日の雨で会場のコン

ディションが悪く、中止となりました。 

観察会では、森のてーぶるオーナーの堀込氏から、丹精こめて飼育したオオクワガタの披露と説

明があり、子どもたちは熱心に説明を聞いていました。説明の後は、お待ちかねの抽選会が行われ、

オオクワガタやカブトムシがプレゼントされました。参加者は、お目当てのカブトムシをゲットし

ようと個別に分けた容器を確認していました。 

夏の星空観察会～雲の切れ間に惑星など観察 

毎年恒例の「夏の星空観察会」を７月２７日(土)、今年も富山学園で行いました。 

鋸南小元校長の鈴木富士夫氏と鋸南小教諭の山中博信氏を講師に、夏の空のお話を聞きました。

北斗七星に始まり、北極星や天の川、夏の大三角、南斗六星やその他南天の星座まで手製のパネルで

説明。さらに同じく手製の木星や 

土星の模型で惑星の解説もされま

した。その後は天体望遠鏡で天体

観測。前日からの台風が心配され

ましたが、幸い雨もほぼなく、風

に流れる雲の切れ間に星を見つけ

ては、子どもたちも大喜びで望遠

鏡をのぞき込んでいました。 

そば打ち体験を楽しむ参加者たち。 
デザートにスイカも添えられた。 

など、お気軽にお尋ねください。 
手製の「木星」や「土星」で解説。 
子どもたちも興味津々。 

雲の切れ間を待って、惑星や星々を 
天体望遠鏡で観測した。 

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） 

あなたも「ふらっと」に参加しませんか？ 

 


