
富山のことをもっとよく知ろう ２０１９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 金 友引    

2 土 先負 
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  6:00～7:00 

3 日 仏滅    

4 月 大安    

5 火 赤口    

6 水 先勝 出張にこにこ広場 富山ふれコミ 10:00～15:00 

7 木 友引    

8 金 先負 人権相談 富山ふれコミ 13:30～16:00 

9 土 仏滅 
富山学園 PTA 資源回収 ※雨天翌日順延 

（詳しくは中面をご覧ください。） 
  8:00～ 

10 日 大安    

11 月 赤口    

12 火 先勝 園庭開放 富山子ども園 10:00～11:00 

13 水 友引 おはなし会（あひるの会） 白鳩保育園  8:00～8:15 

14 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～ 

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

おはなし会（あひるの会） 富山小学校  8:00～8:15 

16 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 

17 日 赤口    

18 月 先勝    

19 火 友引    

20 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）   

21 木 仏滅    

22 金 大安    

23 土 赤口    

24 日 先勝    

25 月 友引    

26 火 先負 ふらっとフットパス 68（詳しくは中面をご覧ください。）   

27 水 大安    

28 木 赤口    

29 金 先勝 
市内一斉防災訓練（保・幼・小・中） 富山学園  

起震車体験会（一般参加可能） 富山学園 13:00～14:00 

30 土 友引 
マジック＆ジャグリングショー（入場無料） 

☎ 0470-57-2173 白鳩保育園 
富山ふれコミ 10:00～11:30 

      

サロン開催予定 場 所 時 間 １１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 ４日 １８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 ５日 １９日  

市部みんなのたまり場 市部青年館 第 2・4(火) 10:00～14:00 １２日 ２６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 １４日 ２８日  

お達者サロンへぐり 富山コミセン 第 2・4(金) 9:00～11:45 ８日 ２２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 ７日  ２１日 090-8963-5674(前田) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 9 月の「台風１５号」により南房総も、家屋の倒壊や

倒木、長期の停電など記録的な被害を受けましたが、

復旧に向け、県内外から様々な支援活動の手が、地域

へと注がれました。 

 

 

台風被害～復旧への様々な活動～ 

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１０月 

第１１１号 
南房総みんみんネット 検索 

台風１５号（ファクサイ/ＦＡＸＡＩ） 

９月９日午前３時当時（気象庁発表） 

進行方向、速さ 北北東 ２５ｋｍ／ｈ 

中心気圧 ９６０ｈＰａ 

最大風速 ４０ｍ／ｓ 

最大瞬間風速 ６０ｍ／ｓ 

参
考 

千葉市 ５７.５ｍ／ｓ 

館山市 ４８.８ｍ／ｓ 

 

※「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 

◎南房総市災害ボランティアセンター 

1 日に４０～５０人、多い日は 100
人以上を派遣する。 
ボランティアは全国から多く集ま
り、遠く近畿や四国から駆け付ける
人もあった。 
この日は早くから、土建事業者の団
体が、県内の他、埼玉や神奈川から
もボランティアとして集まって来て
いた。 

犬掛交差点付近。被災直後に倒木と土砂で埋まった 
片側車線は、地元業者によりきれいに片付けられた。 

県外から多数の自衛隊が集まり、ブ
ルーシート張りなど様々な支援に
携わった。 

長期の大規模停電により、全国から駆け付けた多くの
電気工事事業者が、休みなく復旧作業にあたった。 

◎自衛隊による支援活動 

◎全国の電気工事事業者 ◎撤去作業に取り組む地元業者 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

「千葉
ち ば

石
せき

（チバアイト）」発見場所に登り、平群荒川の山神社等を巡ります。 

今回のフットパスは、２０１１年に国際的に認められた鉱物の新種「千葉石（チバアイト／

Chibaite）」が発見された採石場跡に登り、平群荒川の山神社等を巡ります。 

期 日 １１月２６日(火) 雨天の場合は２７日(水)に延期 

集 合 戸倉商店給油所（ガソリンスタンド：南房総市平久里中６６１）隣りに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、資料代ほか） 

持ち物 飲み物、保険証、雨具 

コース 約９.５ｋｍ＋「千葉石」が発見された山 

集合場所出発（９時頃）～富津館山線（外野川沿いの道路）～「千葉石」

発見場所（採石場跡）～外野～荒川山神社～荒川区民センター（昼食・

休憩）～瀬波戸～集合場所（１４時頃解散） 

申込み 受付締切 １１月２１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） 

 
１０月２１日(月) 

から参加受付 

◎ｉ.ＰＬＡＮＮＥＲ（アイプランナー） 

◎南房総リパブリック 

ネットを通じて、いち早く支援物資の受
入・配送を実行。全国から様々な物資が集
まった。子どもたちの応援メッセージやイ
ラストの描かれた土のう袋も。 

また炊き出しや、被災した家屋の応急処置の支援なども行い、さ
らに 9 月 22日(日)岩井海岸復興ビーチクリーンも実施。200人
以上のボランティアを集め、海岸全面の清掃美化活動を行った。 
１０月１３日(日)も岩井海岸でチャリティーイベントを予定。 

（写真提供：ｉ.ＰＬＡＮＮＥＲ） 

都内（新宿）にサポートセンターを開設し、全国から支援物資を受け入れ、南房総・館山へ精力的に配送。炊き
出しなども行った。さらに家屋の応急処置や農家の復旧作業も支援。被災地の実情やボランティアに関する情報
も頻繁に発信した。 （写真提供：南房総リパブリック） 

地域でも住民同士が声を掛け合い、地元企業や民生委員など多くの方々が、近隣を

回って支援を行いました。また、「力になりたい」と市の災害支援の手伝いに来る方

や、地域を巡って支援する方など、個人のボランティアや市民グループといった 

民間の支援活動も、被災直後から活発に行われました。 

※10 月３日時点の情報です。 

◎ネット上の支援グループ 

ボランティアや市民グループの活発な支援 台風被害に関する主な問合せ先 

ネット上の情報交流サービス「フェイ
スブック」で開設された民間グループ。
県内外の一般人およそ700人が参加。 
被災当初から、それぞれが関わる地域
での物資や人手の不足、被災状況や相
談・提案などの情報を交換し合い、ス
ムーズな支援活動をサポートした。 
岩井在住の「地域おこし協力隊」相川
武士・千晶夫妻も管理メンバー。 
この他にも、ネット上には支援グルー
プが多く立ち上がった。 

今年も富山学園ＰＴＡの資源回収を実施します。どうぞご協力ください。 

日 時 １１月９日(土) ８時～  雨天の場合は１０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

別途回覧などをご覧ください。 

１１/９(土) 富山学園ＰＴＡ資源回収のお知らせ 

※毎年１１月に旧平群小校庭にて実施して参りました「伏姫秋まつり」ですが、台風１５号の影響

により、今年の開催は中止といたします。 

「伏姫秋まつり」中止のお知らせ 

◎片付けやゴミ搬出のお手伝い、

屋根修繕の相談など 

南房総市災害ボランティアセンター 
場  所：三芳保健福祉センター 

受付時間：９時～１５時 

電話番号：０９０－８７４１－４８２９ 

０９０－４３８１－４８２９ 

０４７０－２９－５０２２ 

◎り災証明に関する問合せ 

南房総市 税務課 
電話番号：0470－33－1023 

◎住宅被害相談窓口 

南房総市 建設課 
電話番号：0470－33－1101 

◎弁護士による災害関連の 

お困りごと無料電話相談 

千葉県弁護士会 
電話番号：043-227-8431 

※お電話の際に「災害関連」で

あることをお伝えください。 

※10 月３日時点の情報です。 

県内外の個人や企業などから、ブ
ルーシートや飲料水、食料や日用
品、衛生用品など、様々な支援物
資が送られた。 
また「何か力になれれば」と市の
支援活動に駆け付けた市民も、ボ
ランティアとして物資配布の手
伝いなどを行った。 

◎民間からの物資の提供 

１．物資で応援 

２．買って応援 

３．人で応援 


