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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 

  

富田総合体育大会 総合閉会式 開催                    
 

 

 

 

 

 

 

１０月１３日（日）、台風１９号の影響により、

令和元年度富田地区総合体育大会の陸上競

技の部が残念ながら中止となり、総合閉会式

を執り行うことになりました。 

総合優勝は４分団となり、総合の部、春季、夏

季それぞれの部の表彰を行いました。おたの

しみ抽選会は、１１月２０日（水）に体育協会

理事会にて開催します。館報の右下の抽選

券を１１月２０日（水）午後５時までに富田公民

館の抽選箱までご投函ください。 

祝 敬老会 
◆◇ 講 座・催し物 

の ご案内 ◇◆     
お申込み先： 富田公民館 
ＴＥＬ ： ６６-４１０１ 

富田若杉会  
 

◆日 時：  １２月４日（水）午前9時３0分～    

◆場 所：  富田公民館 調理室  

◆参加費：  ４００円  

◆定員：   １５名 

◆講 師：    富田若杉会の皆さん  

◆持ち物：    

◆申込〆切： 11月２７日（水） 

 

紫チーム 優勝！高砂体育大会 
 

 

１０月６日（日）、地区敬老会が盛大に開催されました。式典

に続き、地域の皆様の踊りや日本手品(日本古典奇術)などの

お楽しみ会があり、午後からは「前田卓司・松 志穂美」歌謡シ

ョーが行われました。 

みなさん楽しいひととき 

を過ごしました。来年も 

また、お楽しみいただけ 

る内容を企画してお待ち 

していますので、お元気 

にお越しください。 

１０月１０日(木）、高砂体育大会が行われ、約 

２００人の会員が大集結した体育館は、熱気に包
まれました。ラジオ体操から始まり、高砂体育大
会ならではの楽しい競技に、参加者全員の笑顔あ
ふれる大会となりました。今年は、紫チーム（森
目・新河原・土布子）が優勝しました。体育館に、
元気で楽しげな声が響き渡り、スポーツの秋を満
喫しました。 

ご参加の皆様、本当にお疲れ様でした。 

 

日時 １１月２日（土）  ９：３０～１１：３０ 

場所 富田公民館 大会議室 
 
9:30～ フォトコンテスト表彰式典 

9:４５～ 講演会（１時間程度） 

＊講演会の後、大抽選会があります！ 
 

講師 大門
だいもん

 哲
てつ

爾
じ

 氏    

演題 「お寺の内緒話・ 

普段聞けないような小話」 
 

名前             

住所               

連絡先               

おたのしみ  
抽選券 

 

中止となった『富田地区体育大会』の 
おたのしみ抽選会 

 右の抽選券にご記入の上、１１月２０日（水）の午後５時

までに富田公民館までご投函ください。 

＊一世帯一枚の応募とします。同じ世帯のものが 

二枚以上ある場合は、無効となります。 

 １１月２０日（水）の体育協会 

理事会で抽選します。当選者に 

はお知らせするとともに、１２月

館報にて掲載させていただきま

す。 

 



◆◇◆ 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。 
１１月になり大変寒くなりました。寒さに身体が慣れておらず、体調を崩しやすい

季節です。体調管理に気を付けてください。 
それでは上野駐在所からのお知らせです。 
１．タイヤの窃盗被害に注意！ 
もうノーマルタイヤから冬用タイヤに履き替える方も多いかと思います。毎年、

この時期は全国的に軒先に置かれているタイヤを狙った窃盗が多発する傾向があり
ます。窃盗被害に遭わないためにも 
〇タイヤはすぐ納屋や車庫内等に保管し、出入口は必ず施錠すること 
〇仕方なく軒先で保管する場合はチェーンで固定し、南京錠で施錠すること 

をお願いします。 
２．交通事故に注意！より一層の安全確認を！ 
令和元年１０月１７日現在、福井県内では２４件の交通死亡事故が発生しており、
２４人の方が命を落としています。 
１１月、１２月は日没が早くなっており、薄暮時や夜間の交通事故が増加します。 
交通事故に遭わないためにも、 
〇車や自転車を運転する際は早めのライト点灯 
〇歩行者は反射材の着用、懐中電灯等のライトの活用 

をお願いします。                           以上 

 

 

 

日 月 火 水 木 金 土 

     
 

  

 

1 丌燃 特殊 硬質 

13:00高砂ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰ 

18:00文化講座 

   「囲碁講座」 

2 
9:30 ﾌｫﾄｺﾝﾃｽﾄ 
        表彰式 
9:45むらづくり 
     文化講演会 

3 
～文化の日～ 

4 可燃 
～振替休日～ 

5 その他紙類 

13:00高砂ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰ 

 

6  缶類 
 

7 可燃 
18:30
19:00みんスポ 

    「バレトン教室」 

8 丌燃 特殊 硬質 

13:00高砂ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰ 

18:00文化講座 

「囲碁講座」 

9 
13:30 高砂そば打ち 

           講習会 

10 
 

11 可燃 
13:30高砂踊り 

12 ダンボール 

13:00高砂ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰ 

19：00 教育環境に 

関する意見交換会 

（富田小学校） 

13 ビン類 
9:00 高砂 理事会 

 

14 可燃 
19:00みんスポ 

 「バレトン教室」 

15 丌燃 特殊 硬質 

13:00高砂ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰ 

18:00文化講座 

「囲碁講座」 

16 

17 
7:00 むらづくり・富田

公民館研修旅行 

18 可燃 
 

19 その他紙類 
13:00高砂ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰ 
19:00区長会定例会 
 

20 缶類 
19:00 体協理事会 
19:00 子ども教室 

     安全管理員会 

21 可燃 
19:00みんスポ 

    「バレトン教室」 

22 丌燃 特殊 硬質 

13:00高砂ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰ 

18:00文化講座 

    「囲碁講座」 

23 
～勤労感謝の日～ 

24 
 

25 可燃 
13:30高砂踊り 

26 新聞紙・紙パック 

13:00高砂ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰ 

 

27 ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ 28 可燃 
19:00みんスポ 

    「バレトン教室」 

29 丌燃 特殊 硬質 

13:00高砂ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰ 

18:00文化講座 

     「囲碁講座」 

30 

 

 

【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。先月は、高砂体育大会があり、たくさんの方にご参加をいただきまし
た。１１月以降も文化講演会など各団体のイベントや公民館講座などが開催されますので、ぜひ公民館にお越しください。 

11 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！ 
11/3 ～文化の日～  
自由と平和を愛し、文化をすすめましょう。 
11/23 ～勤労感謝の日～ 
勤労を尊び、生産を祝いましょう。 

 

 ９月２７日（金）に、高砂会会員
と富田小学校・荒島保育園の児
童・園児の交流作業として、さつ
まいも掘りを行いました。       
子どもたちは、さつまいもの上

手な掘り方を習いながら、元気
いっぱい作業を行い、大きなお
芋をたくさん収穫しました。 

新着図書   新しい児童書が 

入りました。ご利用ください。 

・おもしろい！進化のふしぎ  

ざんねんないきもの事典 

・おしりたんてい むらさきふじんのあんごうじけん 

・おしりたんてい やみよにきえるきょじん 

＊富田公民館の図書室で貸出しできます。 

☆あそびにおいでよ☆ 

の「ほのぼの広場」は  

5日（火）、19日（火）9時 30分～11時 です。 

                        落ち葉の季節です。子どもたちは葉っぱを集めた

り、飾ったりしながら元気いっぱい、外で遊んでい

ます。一度、園に遊びに来て下さいね。待っていま 

す。              荒島保育園 


