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富田公民館報 

 

明倫の心を重んじ 育てよう 大野人 

 
市総体スキー競技会  
総合の部準優勝！女子の部優勝！男子の部準優勝！ 
第６１回大野市総合体育大会の幕開けとして、２月

４日（日）、ＤＡＩＮＯＵスポーツランドと九頭竜スキー場

において、冬季スキー競技会が開催されました。 

富田地区からは２１人の選手が出場され、熱戦を

繰り広げました。成績は下記のとおりです。 

ご出場、ご尽力くださいました選手、役員の皆様、

ありがとうございました。 

 

   

１月２８日（日）、学びの里「めいりん」で、ふるさとかるた

大野市決戦大会が開催されました。地区予選を勝ち抜い

た子どもたちが集結し、富田地区からも４人が代表選手と

して参加し、高学年の部では、石田 尚也さんが優勝に輝

きました。おめでとうございます。惜しくも入賞を逃した選

手も、各地区の強豪選手のなかで一生懸命にがんばりま

した。代表選手の皆さん、お疲れさまでした。 

★★富田地区代表参加選手★★ 

【低学年の部】 さん 

【中学年の部】帰山  了丞さん 

【高学年の部】石田  尚也さん ≪優勝≫ 

         さん 

《クロスカントリー》  《アルペン》 

〔男子の部〕 〔男子の部〕 

Ｂ組 １位 松山章吾 さん Ｂ組 １位 阿部弘宣 さん 

Ｃ組 ２位 松山倹三 さん Ｃ組 ２位 南善一 さん 

Ｄ組 １位 澤田正昭 さん 〔女子の部〕 

〔女子の部〕  Ａ組 ３位 阿部菜美子 さん 

Ｂ組 ２位 阿部智恵子 さん Ｂ組 ３位 山内真希 さん 

〔クロスカントリーリレー〕 

１位  松田雄大 さん 阿部智恵子 さん 松山倹三 さん 松山章吾 さん 

 

 ◇◆ 講座 の ご案内 ◆◇ 
申込先：富田公民館（ ６６-４１０１） 
 

大野市福井しあわせ元気国体等実行委員会 

・大野地区体育協会主催 

 

 

 

 

 大野地区体育協会では、大野市内で行われる競技、自転車

ロードレースの魅力を知ってもらおうと、大野市主催の２００日

前イベントと同時開催で講演会を開催いたします。 

 講演者は、昨年大野市で開催された全国自転車競技大会で

福井県代表として出場され、見事優勝された中島康晴選手で

す。選手本人から自転車の魅力を聞き、当日の観戦を楽しみ

ましょう。 

 

イベント開催日時：３月１１日（日）午前９時００分～午後１時００分 

            【講演会】午前９時１５分～午前１０時２０分 

場所：結とぴあ 多目的ホール 

日 時   （２月２２日）、３月１日、８日、１５日 いずれも木曜日 
      午後７時００分～８時００分（全４回） 
場 所   富田公民館 
講 師   ＡＦＡＡ認定 エアロビクス・ピラティス・ヨガ認定講師 
      佐野 直美 さん 
受講料   無料 
持ち物   内履き、タオル、飲みもの、ヨガマット（持っている方） 

 

住宅災害見舞金制度のご案内 
 市では、居住する住居が災害（雪害含む）により
被害を受けた場合に、その世帯主に対して災害見
舞い金を支給します。申請は、下記の書類等を持
って、福祉こども課まで。 

・申請書（福祉こども課、または市ＨＰにあります。） 

・罹災証明書（雪害等の自然災害は、被害程度の

わかる写真を持参し防災防犯課に申請） 

・修繕等の見積書（一部損壊の場合） 

・印鑑、振込先口座がわかるもの 

※被害の程度により、支給額は異なります。 

例）雪害による住宅一部損壊（全体の 20%未満か

つ損害額が 20万円を超えるもの）の場合、支給額

は５千円 

 冬のシェイプアップ講座が開講しました。楽しく和気あいあいとした雰囲

気の中、音楽に合わせて気持ちよく汗を流しています。 

 途中参加も大歓迎！まだ少し空きもございますので、興味のある方は公民

館までお問い合わせください。 

新 着 図 書 
新しい本が入りました。 
ご利用ください。 

「院長選挙」  （久坂部 羊 著） 

「騙し絵の牙」（塩田 武士 著） 

「たゆえども沈まず」（原田 マハ 著） 

 



◆◇◆ 上 野 駐 在 所 通 信 ◆◇◆    上野駐在所  渡邉正彦 
 
 上野駐在所の渡邉です。３月に入り、少し春らしくなってきました。 
 今年の冬は、記録的な大雪になり、屋根雪下ろし等で大変でしたね。 
 それでは上野駐在所からのお知らせです。 
 
①架空請求詐欺のハガキに注意！すぐに警察に相談を！ 
  ○送り主が法務省管轄訴訟センター、消費生活相談センター等、大きな官公署の名前や一見して公共団体と思われるよ 
   うな名前を名乗っている。 
  ○株式会社～等会社名を名乗っているハガキも確認されている。 
  ○共通した内容として、『すぐハガキに書かれている電話番号に連絡をしなければ裁判になる』と記載されている 
  ○情報保護シールが添付されているものも確認されている。 
 このようなハガキは架空請求詐欺のハガキですので、ハガキに記載されている電話番号に電話してはいけません。 
 このようなハガキが届いたら、大野警察署（６５－０１１０）や最寄りの駐在所にご相談ください。 
②もしかしたら、凍結しているかも？路面状況に注意！ 
  暖かくなり、路面の雪も少なくなりましたが、谷沿い等日陰になりやすい道路には雪が残っている、路面が凍結してい
る可能性があります。 

  ○もしかしたら凍結しているかも？と予測し、スピードを抑え、早めの減速を心掛ける。 
  ○道端の雪が残っていて、道幅が狭くなっているため、カーブ等視界が悪い場所では対向車がいないか気をつける。 
  ○前の車との車間距離を長めにとる。 
  等して、安全な運転を心掛けるようお願いします。 

 

 

日 月 火 水 木 金 土 

    1 可燃 
9:00市県民税 
       申告受付 
19:00 冬の 

   シェイプアップ講座 

2 不燃 特殊 硬質 
13:00高砂ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰ 

3 

4 5 可燃 
13:30高砂踊り 

 

6 その他紙類 
13:00高砂ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰ 
19:00 区長会評議員会 

7 缶類 
 9:30区長会監査 
19:00体協部長会 

8 可燃 
19:00 冬の 

   シェイプアップ講座 

9 不燃 特殊 硬質 
13:00高砂ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰ 

10 
13:30高砂そば打ち 
        講習会 

11 
10:00母子愛育会 
        総会 

12 可燃 
19:30文化講座 

 

13 新聞紙・紙パック 
13:00高砂ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰ 

14 ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ 15 可燃 
 9:00 高砂クラブ理事会 

19:00 集落推進委員会 
19:00 冬の 

   シェイプアップ講座 

16 不燃 特殊 硬質 
13:00高砂ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰ 

17 

18 
15:00区長会総会 

19 可燃 
13:30高砂踊り 

 

20 その他紙類 
 9:00 高砂クラブ監査 

13:00高砂ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰ 
19:00 子ども教室 

     安全管理員会 

21 缶類 
～春分の日～ 

富田碁友会囲碁大会 

22 可燃 23 不燃 特殊 硬質 
13:00高砂ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰ 

24 

25 26 可燃 
19:30文化講座 

 

27 ダンボール 
13:00高砂ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰ 

28 ビン類 29 可燃 30 不燃 特殊 硬質 
13:00高砂ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰ 

31 

 

３月行事予定表（富田公民館） 

国民の祝日には国旗を掲げましょう！ 
３/２１ ～春分の日～ 
    自然をたたえ、生物を慈しみましょう。 

 

編集後記：今月も館報をお読みくださいましてありがとうございました。今年の大雪では、屋根雪下ろしや除雪作業などに追われ、ご苦労された方も多いのではない

でしょうか。雪も落ち着き、青空が見える日も多くなってきましたね。これから外出する機会も増えていくことと思います。ぜひ公民館にもお気軽にお立ち

寄りくださいね。 

 

 1月、2月と大雪に見舞われましたが、3月になり暖かい日も

増え、やっと春を感じられるようになってきました。保育園の子

ども達は風邪にも負けず、毎日元気に遊んでいます！晴れの

日の雲一つない青空の中に、真っ白な飛行機を見つけ、「な

んか、泳いでいるみたい。」とつぶやく子、光が反射している雪

の上で、「キラキラ宝石みたい。」とつぶやく子。「そうだね。」と

返事をしながら、子どもの純粋な心に触れ、癒されています。

今年度最後のほのぼの広場ですので、遊びに来て下さいね。 

 

☆あそびにおいでよ☆ 

3月の「ほのぼの広場」は、 

６日（火） 

 9時 30分～11時 です。 

          遊びに来て下さいね 

富田幼稚園 

・荒島保育園 

 


