
 

         

                          

         

 

富田地区スポーツ協会 

秋季体育大会および 

少年キックベースボール大会  中止 
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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 

富田地区区長会 

 地元市議と語る会 開催！ 
 

 

 

 

中学生対象  市内各公民館  夏休み自習室開放中 
〇期 間 夏休み期間中の平日 ９：００～１６：３０ 
〇注 意 事 項 水分補給以外の飲食はできません。利用人数に制限があります。マスクの着用をお願いします。 

日 時：８月２７日、９月３日、１0 日（毎週金曜日） 

19：００～20：30 

場 所：富田公民館 大会議室 

講 師：石原 里美さん 

定 員：一般 １0 名程度 （先着順） 

受講料：無料 

持ち物：筆ペン、文具用下敷き、文鎮 

申込締切：８月１９日（木） 

先日行われた理事会で協議した結果、少年キックベ
ースボール大会（夏季球技大会）および秋季地区体育
大会は中止となりました。 

～マイナンバーカードを作って 
          お買物券をもらおう！～   

マイナンバーカード 
公民館出張申請のお知らせ 

 

 

 

 

 

 

日時 ８月２５日（水）１３：３０～１６：３０ 

（随時受け付けております） 

場所 富田公民館 小会議室 

※通知カードまたはマイナンバー交付申請書 

がある方は、お持ちください。 

 

問い合わせ先 

 大野市役所 市民生活・統計課 ６４－４８１０ 
 

 
 
 

インターハイ自転車ロードレース競技開催 
富田公民館に横断幕！尚徳中出身の篠島選手 出場！ 
８月２３日（月）９：００から正午までインターハイの自転車ロードレース競技が開催

され、出場する高校生が大野市内（富田、阪谷地区）を走ります。沿道からの応援をお願

いします。 

交通規制（当日８：２５から正午）にご協力ください。新型コロナウイルス感染症対策

のためスタート／フィニッシュ地点には入場できませんのでご注意ください。 

７月１７日（土）区長会の研修事業として、

「地元市議会議員と語る会」が公民館で開催

されました。 

地元市議会議員から、議会や日頃の活動

報告があり、続いて行われた意見交換会で

は、道路沿いに捨てられているゴミの問題や

道の駅入口の交差点などについて活発な議

論が交わされました。 

 

今回、新たにマイナンバーカー

ドを申請・取得された人を対象

に、市内の登録店で使えるお買物

券３,０００円分がもらえるチャ

ンスがあります。 

 

 

 

 

 

  



 
 

◆◇◆ 上 野 駐 在 所 通 信 ◆◇◆      巡査長 渡邉正彦 
上野駐在所の渡邉です。 
７月末より北信越高校総体インターハイ２０２１が開催されます。大野市でも自転車競

技（個人ロードレース）が開催される予定です。競技中は富田、阪谷地区を中心に各所で
交通規制が行われます。交通規制にご協力お願いします。 

それでは上野駐在所からのお知らせです。 
１．未来の同僚を募集中！警察官（高卒程度）の募集開始！ 

令和３年８月１１日より警察官（高卒程度（男性Ｂ・女性Ｂ））の試験申込受付が開始
されます。受験日程については以下のとおりです。 

 高卒程度（男性・女性 Ｂ区分） 

受付開始 ８月１１日（水）～８月３０日（月） 

第１次試験日 ９月１９日（日） 

詳しくは最寄りの駐交番もしくは大野警察署警務課（６５－０１１０）までお問い合わ 
せください。                                       

２．窃盗被害に注意！鍵かけや貴重品の管理の徹底をお願いします。 
大野市内で窃盗（空き巣、車上狙い）が発生しています。窃盗被害に遭わないためにも、 
・外出する際や夜間は必ず玄関や窓のカギをかける 
・財布その他貴重品は車内に置きっぱなしにしない 
・車両から離れる際は、確実に車両ドアを施錠する 
・窃盗被害に遭った場合はすぐ警察に通報する 

ことをおねがいします。                           以上 

 

日 月 火 水 木 金 土 

1 
 

2 可燃 
13:30 高砂踊り 
【中】夏休み自習室開放 

3 その他紙類 
9:30災害食deランチ 
13:30 高砂ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰ 
19:00 区長会評議員会 

【中】夏休み自習室開放 

4 缶類 
10:00 とみっ子サマ
ースクール「ふうりん
づくり」 
【中】夏休み自習室開放 

5 可燃 
【中】夏休み自習室開放 
 

6 不燃 特殊 硬質 
13:30 高砂ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰ 
13:30 パッチワーク 

教室 
【中】夏休み自習室開放 

7 
 

8 
～山の日～ 

9 可燃 
～振替休日～ 

10 ダンボール 
13:30 高砂ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰ 
【中】夏休み自習室開放 

11 ビン類 
【中】夏休み自習室開放 

12 可燃 
【中】夏休み自習室開放 
  

 

13 不燃 特殊 硬質 
13:30 パッチワーク 

教室 
【中】夏休み自習室開放 

14 

 

15 
 

16 可燃 
【中】夏休み自習室開放 

17 その他紙類 
【中】夏休み自習室開放 

18 缶類 
【中】夏休み自習室開放 

19 可燃 
19:30 むらづくり 

文化部会 
【中】夏休み自習室開放 

20 不燃 特殊 硬質 
13:30 高砂ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰ 
13:30 パッチワーク 

教室 
【中】夏休み自習室開放 

21 
14:00 区長会定例会 

15:30 市長と語る会 

22 
 

23 可燃 
13:30 高砂踊り 
【中】夏休み自習室開放 

24 新聞紙・紙パック 
13:30 高砂ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰ 
【中】夏休み自習室開放 

25 ペットボトル 
【中】夏休み自習室開放 

26 可燃 
【中】夏休み自習室開放 

27 不燃 特殊 硬質 
13:30 高砂ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰ 
13:30 パッチワーク 

教室 
19:00 美文字を書こ
う！筆ペン講座 
【中】夏休み自習室開放 

28 

29 30 可燃 ３１その他紙類 
13:30 高砂ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰ 

 

８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！ 

８/８ ～山の日～ 
山に親しむ機会を得て、山の恩恵に感謝しましょう。 
 

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。七夕の大野

市ライトダウンイベントの夜空は、雲があり星空を見れませんでした。８

月８日（日）には第二回が行われますので、晴れた星空を見たいものです。 

 

７月２２日（木）愛育

会で親子レクリエーショ

ン「とみたフォトさんぽ＋

（プラス）」を開催しまし

た。お天気にもめぐま

れ、参加親子３５名で

ビオトープを散策したあ

と、越前富田駅から勝

原駅まで越美北線に乗

り、勝原で初夏を満喫

し、楽しいお散歩になり

ました。 

 

☆あそびにおいでよ☆ 
８月の「ほのぼの広場」は  
３日（火）・１７日（火）9 時 30 分～11 時です。 

暑い日が続いていますが、そんな暑さに負け
ず、子どもたちは元気いっぱいです。天気の良
い日は、プール遊びを楽しんでいます。 

みなさんも一度遊びに来てくださいね。 
荒島保育園 ℡６６－４２５７ 

 

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため中
止することがあります。予約が必要ですので、
保育園に前日までにご連絡下さい。 


