
富山のことをもっとよく知ろう ２０２０年１月の行事（１２月 1日現在の情報） 

日 曜 六曜 行事・主催 場所 時間 

1 水 赤口 元日   

2 木 先勝    

3 金 友引    

4 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 
 岩井袋側駐車場  6:30～7:30 

5 日 仏滅    

6 月 大安    

7 火 赤口    

8 水 先勝 おはなし会（あひるの会） 白鳩保育園  8:00～8:15 

9 木 友引 
ふらっとフットパス 70（詳しくは中面をご覧ください）   

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～ 

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 
凧作り＆凧あげ ※雨天実施  参加費 1,500 円/名 

☎ 043-227-7103 千葉自然学校 【要事前申込み】 
平久里下（お仮屋） 10:00～14:30 

13 月 赤口 成人の日   

14 火 先勝 園庭開放 富山子ども園 10:00～11:00 

15 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）   

岩井海岸清掃（久枝 1・2、3 観光） 岩井海岸  8:00～ 

16 木 先負 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～ 

17 金 仏滅 おはなし会（あひるの会） 富山小学校  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 
第５２回新春富山ロードレース大会 ※雨天決行 

（詳しくは中面をご覧ください。） 
富山学園 10:00～13:00 

20 月 先勝    

21 火 友引    

22 水 先負    

23 木 仏滅 
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～ 

出張にこにこ広場 富山子ども園 10:00～15:00 

24 金 大安    

25 土 先勝    

26 日 友引    

27 月 先負    

28 火 仏滅 キエーロ・ファンミーティング（詳しくは１面をご覧ください。） みよし交流館 10:00～11:30 

29 水 大安    

30 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～ 

31 金 先勝    

      サロン開催予定 場 所 時 間 １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 １４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） 犬掛青年館 
第 1・3(木) 13:30～15:00 

※1 月のみ第 2・4(木) ９日  ２３日 090-8963-5674(前田) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  “生ゴミが消える”話題の木製コンポスト「キエーロ」 の第２回イベント 

利用者と直接話せる＆交流できる お手頃価格で販売も行います！ 

今、東京や神奈川、埼玉の自治体も注目する木製のコンポスト「バクテリア de キエーロ」の紹

介イベントを、前回６月に開催した第１回に続き、1月に第２回を開催することになりました。 

「キエーロって何？」という基本的なお話から、わかりやすく詳しい解説、さらに今回は、前回の

イベントで実際「キエーロ」を購入し、現在も利用されている方から直接お話や感想など聞いたり、

意見交換を行います。「キエーロ」って初耳！という方も、ぜひお気軽にお越しください。 

 

 

 

 

 

◎第２回キエーロ・ファンミーティング 

日 時 １月２８日(火) １０時～１１時３０分（受付 ９時３０分～） 

会 場 みよし交流館（南房総市千代４） 入場無料（事前申込み不要） 

内 容  ■「キエーロ」ご紹介＆解説、利用者の声や意見交流など 

 ■「キエーロ」モニター価格販売（予定価格１台３，０００円） 

  障害福祉サービス事業所「らんまん」様のご協力の下、古ダンスの引き出しを再利用

して製作コストをおさえた「キエーロ」を、数量限定で希望者に販売いたします。 

  ※引き出しの再利用品につき、各品でサイズが異なります。 

※販売対象は、①土をご自身でご用意いただける方 ②庭などご自宅の屋外で管理 

可能な方 のみとさせていただきます。 

主催・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） 

協 力 社会福祉法人太陽会障害福祉サービス事業所「らんまん」、白浜地域づくり協議会「きらり」、

安房ふんころがし 

１/２８(火) 参加無料 第２回キエーロイベント開催 

◎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 

災害支援 
※12月 4日 

現在 

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

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１２月 

第１１３号 

※「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） 

※掲載の情報は、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。 

南房総みんみんネット 検索 

 ふらっと 通信 

 

当日は、温かい 

ナベや飲み物など

ふるまいます！ 

（前回６月開催時の様子。映像による説明や展示・販売などを行った。） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

１１月２９日(金)、震度６弱を想定した南房総市内一斉避難訓練・引き渡し訓練が行われました。 

地震発生を告げる放送が流れると、防災頭巾を被った小学生・中学生・子ども園の子どもたちが、

先生たちの指示に従い戸外へ整然と速やかに避難を行いました。子どもたちはそれぞれ点呼を受け

ると、今度は津波発生を想定して校舎３階へ移動しました。園児たちが逃げる際は、中学生がそれ

ぞれ一人ずつに付いて手を引いて校内へと入って行きました。 

この日は訓練の一環として起震車も用意され、生徒やまた地域の人々も大地震を体験。日頃の防災

意識の大切さを改めて確認しました。 

 

「ふらっと」フットパス６８で、南房総市荒川で発見された新鉱物「千葉石」発見場所を訪れました。 

「千葉石」は、アマチュア研究家の本間千舟
ち ぶ ね

氏が１９９８年に荒川の採石場（現在は閉業）で発見 

した鉱物で、２００９年に国際鉱物学連合が新種として承認、２０１１年に国際的学術誌に発表さ

れました。今回、本間氏も同行くださり、特別に許可をいただいて発見場所へ行きました。 

発見場所は、大小様々な土石の露出する場内を奥へと入った先の、小川が流れるほど風雨で浸食さ

れた地面の割れ目の一画で、本間氏は参加者を前に、発見した箇所を指し示しつつ、当時のエピソ

ードなど交えながら「千葉石」について詳しく説明しました。参加者は感嘆の声を上げながら、 

本間氏の貴重なお話に耳を傾けていました。 

１１月３０日(土)、白鳩保育園主催のマジックショーが行われ、テレビなどで活躍する「ごっちく

ん」と「瞳ナナ」が登場。地域の子どもたちも多く集まり、不思議なマジックに大興奮でした。 

まずは「ごっちくん」が風船マジック。色々な動物を作りながら、風船を割ることなく２つにちぎ

ったり、割ると別の色の風船が中から出てきたりと、その手さばきに子どもたちも釘づけでした。 

続いて「瞳ナナ」はトランプを自在に操り、紙片を紙幣に変え、カードを未開封のお菓子の袋の 

中へ瞬間移動させるなど、大人

も目を見張るほど。最後は色鮮

やかな傘が次々現れるマジッ

クでお開きとなりました。同園

の古山園長は「地域の子どもた

ちや皆さんに喜んでいただけ

て嬉しい」と話していました。 

不思議なマジックに地域の子どもたちも興奮！ 
 

 
 

平群地区社会福祉協議会（川名庄平 会長）が毎年、地域の一人暮らしの高齢者を対象に催してき

た食事会が、１１月２９日(金)に高崎の御目井戸荘で行われました。 

例年は館山市の安房自然村で行われてきましたが、台風１５号の被害による影響で今なお休業中の 

ため、今年は御目井戸荘に会場を変えて催されま

した。参加者は皆、鍋や刺身など色とりどりの華

やかな料理を楽しみながら、にぎやかに歓談の花

を咲かせていました。またこの日は会食の他、カ

ラオケや入浴なども用意されていました。 

 

 

平群地区社協で高齢者対象の食事会 

 

防災頭巾を被ってバス乗り場に
一時避難する小中学生。 

中学生が園児一人ひとりの手を 
引いて校内へ避難した。 

起震車で、震度７や国内で過去起
きた大地震の揺れを体験できる。 

参加者を前に川名会長が
挨拶をした。 

岩井の稲荷社と狛犬が鎮座する神社を巡り、  
併せて酒井忠朝ゆかりの地を訪ねます。  

今回のフットパスは、岩井地区にある稲荷社と狛犬が鎮座する神社を巡ります。また、勝山藩 

初代藩主：酒井忠国の父である酒井忠朝ゆかりの地を訪ねます。 

期 日 １月９日(木) 雨天の場合は１０日(金)に延期 

集 合 富山岩井運動場駐車場（南房総市市部２５０：旧岩井小学校）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＋水仙遊歩道 

集合場所出発（９時）～観音山～市部天満神社・稲荷社～水仙遊歩道～二部稲荷社～

長林寺～富山ふれあいコミュニティセンター（昼食・休憩）～久枝天満神社～久枝 

八幡神社～久枝稲荷社～岩井神社～福聚院・集合場所到着（１４時 30 分頃予定） 

申込み 受付締切 １月６日(月) 

富山地域づくり協議会「ふらっと」 ☎ ５７－３０００（土日祝日を除く） 

１/１９(日) 

 
１２月１６日(月) 

から参加受付 

富山学園で避難訓練 起震車も体験 

新春の息吹あふれる富山路を健脚たちが駆け抜ける 
期 日 １月１９日(日) 雨天決行 

時 間 １０時～１３時（開会式 ９時１０分） 

会 場 富山学園グラウンド 

問合せ 富山地区体育振興会（担当：山野井） 

 ☎ ０９０―３３１３－９７６９ 

フットパスで新種「千葉
ち ば

石
せき

」の発見場所を見学 

 

第５２回新春富山ロードレース大会 

黒い風船を割ると、
赤に変わった。 

園児をアシスタントに
したマジックも披露。 

空の筒の中からカラフルな傘や
布が次々現れた。 

当日は４０人ほどの高齢
者が参加した。 

参加者に説明をする「千葉石」 
発見者の本間千舟氏。 

本間氏は丁寧に発見場所を参加
者に示して説明した。 

採石場跡へと入って行くフット
パス参加者一行。 


