
富山のことをもっとよく知ろう ２０１９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 日 先負    

2 月 仏滅    

3 火 大安    

4 水 赤口 
出張にこにこ広場 富山ふれコミ 10:00～15:00 

ふれあい交流会（黒潮シニアクラブ・富山幼稚園） 富山子ども園 10:00～ 

5 木 先勝 岩井駅前公園美化活動 ※雨天中止（いわい案内人の会） ＪＲ岩井駅前公園  9:00～ 

6 金 友引    

7 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 
 高崎駐車場  6:00～7:00 

8 日 仏滅    

9 月 大安    

10 火 赤口 園庭開放 富山子ども園 10:00～11:00 

11 水 先勝    

12 木 友引 岩井駅構内花壇美化活動 ※雨天中止（いわい案内人の会） ＪＲ岩井駅  9:30～ 

13 金 先負    

14 土 仏滅 白鳩保育園 クリスマス音楽会 白鳩保育園  9:00～ 

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

16 月 赤口    

17 火 先勝    

18 水 友引 
ふれあいランチサービス（社会福祉サポートセンター）   

ふらっとフットパス 69（詳しくは中面をご覧ください。）   

19 木 先負 富山山頂美化活動 ※雨天中止（いわい案内人の会） (集合)南房総市無料駐車場   9:00～ 

20 金 仏滅 おはなし会（あひるの会） 富山小学校  8:00～8:15 

21 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 

22 日 赤口    

23 月 先勝    

24 火 友引    

25 水 先負    

26 木 赤口 岩井川親水公園美化活動 ※雨天中止（いわい案内人の会） 岩井川親水公園  9:00～ 

27 金 先勝 南房総市消防団歳末特別警戒（12/30(月)まで）   

28 土 友引    

29 日 先負    

30 月 仏滅    

31 火 大安 大晦日   

      サロン開催予定 場 所 時 間 １２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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
１０月２５日(金)、富山学園で催された文化祭で、「富山学園料理

コンテスト」の表彰式が行われました。今年も生徒たちの多彩で 

魅力的な作品が集まった中、各賞が以下の通りに選ばれました。 

文化祭で「富山学園料理コンテスト」表彰式 

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 

道の駅富楽里 
とみやま支配人賞 
8B 安西梨乃さん 
「南房総市の花畑」 

JA安房富山支店長賞 
6A 本山 蓮さん 

「もち麦入り夏野菜の 
オープンオムライス弁当」 

「ふらっと」会長賞 
9B 青木健太朗さん 

「地元野菜のからあげ弁当」 

岩井富浦漁業協同組合長賞 
9A 本山 結さん 

「豆腐のふわふわしゅうまいと 
鯵のカリカリ揚げ弁当」 

 

富山地区区長会会長賞 
7B 明星悠斗さん 

「夏の胃腸のケアをしよう。 
夏バテを防止弁当」 

南房総市内房商工会会長賞 
3A 渡辺みかささん 
「ひんやりすずしい 
そうめん弁当」 

岩井民宿組合長賞 
5A 青木愛実さん 

「夏野菜たっぷり弁当」 

富山学園 PTA会長賞 
7A 川名南海さん 

「岩井の海、山弁当」 

「ふらっと」副会長賞 
7A 池田梨乃さん 
「おばあちゃんとの 

コラボ弁当」 

富山地区区長会副会長賞 
5A 明石大翔さん 

「野菜といわしマッチ弁当」 

文化祭閉会セレモニーでの表彰式。 

受賞者は全校生徒の前で表彰された。 

富山学園料理コンテスト受賞作一覧 

災害支援 

２０１９年１１月 

第１１２号 
南房総みんみんネット 

◎り災証明に関する問合せ 
南房総市 税務課 
☎ 0470－33－1023 

◎住宅補修業者などの紹介他 
千葉県県土整備部住宅課住宅政策班 
☎ 043-223-3255 

※11月 6日 
現在 

検索 

 ふらっと 通信 

※「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。 

◎住まいに関する相談 
南房総市 復興支援課 
☎ 0470－33－1103 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

岩井海岸で１０月２７日(日)、地域活性化を進める若者地域団体「ｉ.ＰＬＡＮＮＥＲ」（以下、同

団体）が、復興チャリティイベント「ＡＣＴＩＯＮ２０１９」を開催しました。サーフィンやＳＵ

Ｐ（サップ：ボード上でパドルで漕いで楽しむスポーツ）の体験、ビーチフラッグやボッチャ、ア

シスト瓦作りなどの参加型イベントで、汗ばむほどの陽気の中、多くの家族連れが訪れ海辺の遊び

を楽しみました。あわせてビーチクリーンも実施され、２トン以上のゴミが集められました。 

本イベントはまた、支援の輪やつながりを実感する企画ともなりました。台風災害の支援活動で同

団体に協力した「日本ツーリズム協会」は炊き出しを、東京の整体院「ＧＥＯ身体均整」は無料施

術サービスを今回それぞれ行いました。台風１９号により当初１３日(日)開催予定が順延となった

際も、初めわずかだった地元スポンサーが２０以上に増え開催を支援しました。加えて地元サーフ

ショップがウェットスーツを無償貸与。サーフィン未体験の子どもたちも貴重な機会を得ました。

地域を盛り上げようという同団体の活動が、地域の協力を集め、また地域外からのつながりも深め

る取り組みになりました。 ※当日受け付けた義援金は、同団体により被災地に届けられる予定です。 

 

ＴＶでも活躍するマジシャンやジャグラーが登場！ 

不思議なイリュージョンやショーを楽しもう！ 

日 時 １１月３０日(土) １０時～１１時３０分 

会 場 富山ふれあいコミュニティセンター 多目的ホール 

出 演 瞳ナナ・ごっちくん   問合せ 白鳩保育園 ☎５７－２１７３ 

どなたでも参加自由 大地震の揺れを体感しよう！  

日 時 １１月２９日(金) １３時～１４時 

会 場 富山学園校庭  問合せ 富山学園 ☎５７－２０６２ 

当日は、ライフセービングの日本初
種目の国際大会も岩井海岸で開かれ
ており、豪からの招待チームなど選
手たちが大会後、炊き出しや無料マ
ッサージを提供するテントを訪れ、
大いににぎわい、交流が図られた。 

１０月２１日(月)、台風災害への支援活動をしてきた「陸上自衛隊習志野駐屯地第１空挺団施設中

隊」（以下、同隊）が、市民を対象に、安全にブルーシート張り作業を行うための講習会を市部公会

堂で行いました。 

同隊は台風１５号による災害発生からおよそ１か月に渡り、南房総市や鋸南町で、ブルーシート張

りなど家屋の修復作業を中心に支援活動を行ってきました。任務終了で南房総を離れるにあたり、

これまでの活動で培われた技術やノウハウなどを地域の人々に伝え、今後また起こりうる災害に備

えてもらいたいという思いから、同隊が講習会を提案、今回実施の運びとなりました。 

当日は消防関係者や地元住民が集まる中、隊員たちが市部公会堂の屋根の破損個所に実際ブルー 

シートを張りながら、実技を交え

た説明が行われました。転落防止

のための安全帯やロープの用法、

風で飛ばないよう木材を用いた

ブルーシートの張り方、安全なは

しごの使い方など、同隊作成の資

料も配られ、わかりやすく具体的

に指導しました。 

三芳の滝田地区を歩き、  
戦争遺跡（特攻機の基地跡）や神社・お寺を訪ねます。  

今回のフットパスは、三芳の滝田地区を歩き、特攻機「桜花」の下滝田基地跡や長谷寺（安房観音

巡礼１３番札所）、知恩院、皇神社などを巡ります。 

期 日 １２月１８日(水) 雨天の場合は１９日(木)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、お土産代、資料代ほか） 

持ち物 飲み物、保険証、雨具 

コース 約１１ｋｍ 

集合場所出発（９時）～戦争遺跡～長谷寺～西之谷トンネル～白山神社～滝田区民会館

（昼食・休憩）～十三塚の下～知恩院～山下橋～皇神社～集合場所到着（１４時頃予定） 

申込み 受付締切 １２月１３日(金) 

富山地域づくり協議会「ふらっと」 ☎ 57－３０００（土日祝日を除く） 

市部で「自衛隊のブルーシート張り講習会」 

 

 
１１月２７日(水) 

から参加受付 

いわい案内人の会～観光スポットで美化活動 

１１/２９(金) 

i.PLANNERチャリティ活動～支援の輪とつながり 

ボランティア観光ガイド「いわい案内人の会」は、平成１７年から毎週、岩井駅や富山など地域の

観光スポットの美化活動に取り組んでいます。今回の台風により、倒木撤去や飛散ゴミの除去なども 

行いました。副会長の松本貢氏は「地域の観光資源を末永くきれい

に保護していきたい」と話していました。同会では、美化活動の参

加者を募集しています。都合にあわせていつでも参加可能です。 

活動は、基本的に毎週木曜日。スケジュールは以下の通り。 

第 1木曜日：岩井駅前公園 第２木曜日：岩井駅構内花壇 

第３木曜日：富山山頂 第４木曜日：岩井川親水公園 

（詳しくは本誌裏面カレンダーを参照ください。） 

入場無料 マジック＆ジャグリングショー！ 

参加無料 富山学園で起震車を体験！ 

１１/３０(土) 

この日は岩井川親水公園を清掃。草刈り
の他、飛散した枝葉やゴミを片付けた。 

市部公会堂の屋根に隊員が登って、実際 
ブルーシートを張りながら説明された。 

安全なロープの結び方について詳しく
説明を受ける市民。 

サーフィンや SUP(左上)
はインストラクターが 
楽しく丁寧にサポート。 
ビーチフラッグ(左)や 
ボッチャ(上)などのゲー
ムも大いに盛り上がった。 

ビーチクリーンでは、来場
者全員でゴミを拾いなが
ら岩井海岸を歩き、合計で
２トン以上のゴミが集ま
った。 


