
   

 
 

 

 
 

 

                                
 

 

                               

                               

                               

    

◆ゴルフ 優勝 ◆卓球 ３位 
◆バレーボール女子 ３位 ◆相撲（個人）清水晴真さん ３位 
◆バドミントン ５位 ◆相撲（団体） ３位 
◆ソフトバレーボール男子 ７位 ◆ソフトバレーボール女子 ２位 
◆ソフトバレーボールシルバー ４位 ◆ゲートボール ５位 
◆マレットゴルフ ４位 ◆エスキーテニス ３位 
◆陸上 男子の部 優勝 ◆陸上 女子の部 ３位 
 
 
    
        
      
 
  
  

明倫の心を重んじ 育てよう 大野人 
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富田公民館報 

 

第６２回市民総合体育大会が開催されました。 

４月２８日（日）にはゴルフ競技で優勝し、快挙を成し遂

げました。６月９日（日）の球技・相撲の部ではソフトバレ

ーボール女子が２位でした。そして、６年ぶりに開催され

た６月２３日（日）の陸上、男子の部でもみごと優勝を勝ち

取り、選手の皆さんが各競技で力いっぱいの熱戦を繰り

広げました。ご出場・ご準備くださいました選手・役員の

皆様、本当にありがとうございました。 

＊ソフトボールの部の試合は６月３０日（日）に開催します。（雨天中止） 

 

夏まつり テーマが決定しました！！  
たくさんのご応募をいただきありがとうございました。 

富田地区の皆様、尚徳中学校の生徒さんからたくさんのご応
募をいただき、１０３作品の中から、 

「平成から令和へ 未来へつなぐ夏まつり」 
が今年の夏まつりのテーマに選ばれました。多くの方にご 
参加いただき富田地区民の絆が深まる夏まつりとなるように、
８月４日（日）は、ご家族・ご近所お誘い合わせのうえ、みな 
さんお揃いでご来場ください。 

（尚徳中学校 多田 琉星さん） 

 

◆◇講座・ご 案 内◇◆     お申込みは、 

富田公民館（ ６６-４１０１ ) へ 

 

66- 
今年度も富田公民館で開講します。とみっ子サマースクールを活
用して夏休みの作品や思い出づくりにいかかですか？ぜひ、お子
様の参加をお待ちしております。 

 

詳細は後日、富田小学校の皆さんにチラシを配布 

します。 ＜問い合わせ先＞富田公民館 

生きがい農園 さつまいも苗植え♪ 
高砂会の皆様と富田小学校１、２年生、荒島保育園の年長さんと
一緒にさつまいもの苗植え作業を行いました。高砂会の方が子ど
も達に苗の植え方を教 
え、シャベルを上手に 
使って、たくさんの苗を 
植えてくださいました。 
また、秋にも皆様と一緒 
に芋堀りをする予定に 
なっていてとても楽しみ 
です。 
今年も豊作を祈ってい 
ます。 

キャラクタークラフトバッグ作り教室  ８月６日（火） １０時～１２時  

小物入れ作り教室            ８月７日（水） １０時～１２時 

でんき教室                 ８月８日（木） １０時～１２時 

 

日時   ７月１０日（水） 午前６時～６時５０分 
会場   富田公民館 体育館 
講師   大野市スポーツ推進委員 
持ち物  内ズック 
申込   不要 

（問い合わせ先）スポーツ振興室 65-5592 

 

夏季 市民総合体育大会 

富田 ゴルフの部、 
陸上男子の部  優勝！！ 

練習会で正しいラジオ体操を練習をして、夏休み期間中に市内各
地で実施されている夏期ラジオ体操に参加して健康づくりを始めま
せんか。 



            

◆◇◆ 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。 

富田小学校・尚徳中学校の児童・生徒の皆さんはもうすぐ夏休みですね。 

夏休みは県外から観光目的で多くの人が福井に来るため、事件や事故が増え

る季節になります。 

事件や事故に巻き込まれないようにするためにも、「外に出かけるときは必ず

行き先や連絡手段、帰宅時間を家族に伝える」「外で遊ぶ時は複数人で遊ぶ」よ

うにしましょう。大人の方は、子供が事件事故に巻き込まれないよう見守りへ

のご協力や事件事故を目撃した場合に速やかに１１０番通報をお願いします。 

それでは上野駐在所からのお知らせです。 

１．盗難に注意！空き巣、忍び込みへの対策をお願いします。 

県内において、空き巣や忍び込み等盗難が発生しています。盗難被害に遭わ

ないためにも 

○日中、農作業等で家を留守にするときや昼寝をする時は玄関の鍵や窓を 

施錠する 

○貴重品は玄関や居間等すぐ盗まれる場所に置かず、見えない場所（タンス

の中等）に保管する 

ようお願いします。 

また、盗難被害に遭った場合は 

速やかに１１０番通報、もしくは大野警察署（６５－０１１０） 

までご連絡ください。 

以上 

日 月 火 水 木 金 土 

 
 
1 可燃  
 

2 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 

 

3  缶類 4 可燃 
 

5 不燃・特殊・硬質 
13:00高砂ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰ 

19:00 みんスポ 

「ヨガ教室」 

6 
1４:00 七夕カップ 

ケーキ作り教室 

 

7 
9:30 第２３回 

 とみた福祉のつどい 

8 可燃 
13:30 高砂踊り 

 

9 新聞紙・紙ﾊﾟｯｸ 
13:00高砂ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰ 

～高砂会慰安旅行～ 

10 ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ 
6:00 ラジオ体操 

講習会 

～高砂会慰安旅行～ 

11 可燃 
19:30 とみた夏まつり 

実行委員会 

12 不燃・特殊・硬質 
13:00高砂ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰ 

19:00 みんスポ 

「ヨガ教室」 

13 
13:30高砂そば打ち 

講習会 
 

14 
 

15 可燃 
 

～海の日～ 

16 その他紙類 
13:00高砂ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰ 

 

17 缶類 
 

18 可燃 
 

19 不燃・特殊・硬質 
13:00高砂ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰ 

15:00 子ども教室 

かき氷パーティー 

 

20 
15:00 区長会定例会 

16:30 区長会 地元 

市議と語る会 

21 
9:30 母子愛育会 

親子バスツアー 

22 可燃 
13:30 高砂踊り 

 

23 ﾀﾞﾝﾎﾞｰﾙ 
13:00高砂ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰ 

19:00里神楽伝承講座 

24 ビン類 
 

25 可燃 
19:00里神楽伝承講座 

 

26 不燃・特殊・硬質 
13:00高砂ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰ 

13:30高砂ワナゲ大会 

27 
 

28 29 可燃 
 

30 その他紙類 
13:00高砂ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰ 

19:00里神楽伝承講座 

31 缶類 

 
   

 

国民の祝日には国旗を掲げましょう！ 

7/15 ～海の日～ 海の恩恵に感謝し、海洋国日本の繁栄を願いましょう 

編集後記：今月もお読みくださいましてありがとうございました。

先日、市民総合体育大会夏季大会が開催されました。ご

出場くださいました選手の皆様、ご準備くださいました

役員の皆様、本当にありがとうございました。来年もよ

い成績が収められますよう、ご協力をお願いいたします。 

７ 月行事予定表 

 ５月２７日（月）に高砂会による忠魂碑清掃が行われま
した。早朝より、草刈り、清掃して、忠魂碑、頌徳碑、慰霊

廟がきれいになりました。 

そして６月１日（土）に忠魂碑前において、慰霊祭が厳かに

執り行われました。 

当日は天候にも恵まれ、４7 名のご遺族が出席されまし

た。奉賛会会長のあいさつのあと、来賓に祭詞をいただ

き、導師の読経、お焼香へと移りました。 

 私たちが今、当たり前のように享受している平和と繁栄

は、戦争によって心ならずも命を落とされた方々の犠牲の

上に築かれていることを思い、改めて戦没者の方々に敬

意と感謝の誠を捧げることができました。 

 

富嶋集落センターの隣で 

撮影しました。 

日の入りとともに、日の光 

が麦畑に差し、黄金色に輝 

いていました。日の入りも 

麦に光が差し、 

とても風情を感じます。 

忠魂碑清掃 

慰霊祭 

☆あそびにおいでよ☆ 

７月の「ほのぼの広場」は２日（火）、１６日（火） 

9時 30分～11時 です。 

                        
水に触るのが心地よい季節になりました。今月か

らはプール遊びをして、元気に過ごしたいと思い    

ます。ぜひ一度、園に遊びに来てくだ 

さい。待っています。 

 

荒島保育園 


