
そば打ち体験・ 

ふるさとかるた大会（富田地区予選） 
 
そば打ち体験とかるた大会を開催します。詳細は学校を

通じて配布するチラシをご覧ください。 
 

◆日時：１２月２４日（火）  

◆対象：富田小学校児童 

◆内容：そば打ち体験  午前１０時３０分～午後１時 

ふるさとかるた 午後１時３０分～３時３０分 

（いろはかるた） 

 

そばうち・もちつき体験 
そばうち・もちつきをして、みんなで楽しく食べましょう！

今年も臼と杵を使ってもちをつきます。 

子どもさんはもちろん、お父さんお母さんもおじいちゃん 

おばあちゃんも、ご家族みなさんでおいでください。 

◆日 時：１２月２２日（木） 9：30～12：00 

◆持ち物：エプロン、三角巾、手ふきタオル 

◆参加費：３００円 
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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 

むらづくり文化講座 開催 

 

 

 

 

 

 

富田地区むらづくり運動推進協議会・富田公民館共催   
視察研修   京都を訪問！  

 

◆◇ 講座・催し物のご案内 ◇◆     

 

 

 

１１月２日（土）にむらづくり運動推進協議会主催による文化講演会

が開催されました。今年は大門哲爾(だいもんてつじ)さんを招き、「お

寺の内緒話・普段聞けないような小話」と題し、講演会を開催しまし

た。 

 講演会では、講師がお坊さんの役割やお布施の本来の意味を笑い

を交えて語り、また法話の合 

間に講師が作曲した曲と馴染 

みのある童謡をギターで演奏 

しながら歌っていただきました。 

面白い話がたくさんあり、参加 

者から笑いの声も聞かれ、とて 

も満足した講演会になりました。 

 

 

【日 時】 １２月１４日（土） 午後２時００分～３時３０分 

【会 場】 富田公民館 

【講 師】 北川 由喜さん  

【定 員】 一般・親子 １０組（先着順） 

【受講料】 １６５０円（１本あたりの材料費） 

＊申し込み時に作られる本数を申し出ください。（１組３本まで） 

【申込締切】 １２月６日（金） 

※締切日以降のキャンセルは受講料がかかります。 

クリスマスにハーバリウムを飾って、楽しいクリスマスを過ごして 

みませんか？ 

１１月１日（金）、若杉会の皆さんを講師に 

クッキング教室を実施しました。メニューは、 

フライドポテトとフルーツサンドです。若杉 

会のみなさんが揚げてくださったフライド 

ポテトにミニトマトを添えてお皿に盛り付け 

ました。フルーツサンドは、食パンに生クリー 

ムと子どもたちの 

好きなように果物 

を載せて、挟みま 

した。子どもたち 

は一生懸命取り 

組み、自分たち 

が作った料理 

をおいしそうに食べていました。 

 

お申込み先：富田公民館 
ＴＥＬ ： ６６-４１０１ 
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日 時  １２月１５日（日）午前１０時～１１時３０分 

（受付：９時４５分～１０時） 

対 象  富田地区 未就学児がいるご家庭 

会 場  富田公民館 ２階和室 

参加費  １家族 ５００円（愛育会会員は無料） 

持ち物  ハサミ・オーナメントの装飾（好きなもの） 

 
※チラシを対象のご家庭に１１月中旬に送付しており、 
申し込みは締切らせていただきました。 

 

晴天に恵まれた１１月１７日（日）、地区住民４０名のご

参加をいただき、視察研修で京都の宮津市、伊根町を訪

れました。 

「三人寄れば文殊の知恵」で知られる智恩寺でお参りし

た後、「股のぞき」で有名な傘松公園を散策しました。「股

のぞき」で見る天橋立は、龍が空に昇っていくような様子と

そっくりでした。参加者の方もきれいな天橋立を堪能しまし

た。また、伊根町では海岸沿いに広がる舟屋を遊覧船に

乗りながら鑑賞し、京都のまちづくりを学ぶ充実した１日と

なりました。 

 

 

 

 

 

 
 
 

市内９地区（大野、下庄、乾側、小
山、上庄、富田、阪谷、五箇、和泉）
にある公民館の活動をパネルで紹
介します。 

日時：１２月２日（月）～８日（日） 

午前１０時～午後９時３０分 

場所：大野市役所市民ホール 

内容：公民館紹介パネル展示 

市内９公民館 

結の故郷  
公民館紹介展  

傘松公園から眺める天橋立 

★サンタさんから全員にプレゼント 
★かんたんクリスマスオーナメント
工作  

★ケーキとおやつで交流会 

 

＊小学生は保護者同伴

でご参加できます。 



◆◇◆ 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。 

気温が低く、路面凍結や濃霧による視界不良等、交通事故に繋がりやすい天候

の日が多くなりました。車を運転される方は、速度を出し過ぎない、一時停止標

識のある場所や見通しの悪い場所は一時停止をして安全を確認する等、いつも以

上に安全運転を心がけてください。 

それでは、上野駐在所からのお知らせです。 

１．詐欺、窃盗被害に要注意！年末年始に向けた防犯を！ 

年末年始のため、自宅に多額の現金を保管する方も多くいらっしゃると思いま

す。毎年、自宅に保管している現金を狙い、詐欺や窃盗の被害が多くなる傾向が

あります。 

〇自宅に保管する現金は最小限にする 

〇怪しい手紙、不審な電話があった場合はすぐに警察に通報する 

〇留守・就寝時には家の玄関、勝手口、窓を施錠し、確認する 

ことをお願いします。 

２．飲酒運転は絶対にしないでください！ 

年末年始は会合があり、飲酒する機会が多くなるかと思います。 

「お酒を飲んだら絶対に車を運転してはいけません！」 

飲酒運転により、交通事故を起こしたり、交通取締りを受けたりした場合 

〇免許は停止もしくは取消となり、多額の罰金を支払うこと 

〇事故の大小に関わらず逮捕されること 

〇自動車保険が使えないこと 

になります。飲酒運転は絶対にしないでください。        以上 

 

 

 

 

日 月 火 水 木 金 土 

1 
 

2 可燃 
13:30高砂踊り 

 

3 その他紙類 

13:00高砂ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰ 

 

4  缶類 
9:30健康料理教室 

 

5  可燃 
19:00みんスポ 

 「バレトン教室」 

6 不燃 特殊 硬質 

13:00高砂ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰ 

 

7 

8 
 

9 可燃 10 ダンボール 

13:00高砂ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰ 

 

11 ビン類 12 可燃 
 

13 不燃 特殊 硬質 

13:00高砂ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰ 

 

14 
13:00 高砂そば打ち 

           講習会 

14：00 クリスマスハーバ

リウム作り講座 
15 
10:00親子クリスマス会 

16 可燃 
13:30高砂踊り 

 

17 その他紙類 

13:00高砂ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰ 

18:00 区長会評議員会 

18:30 区長会定例会 

18 缶類 19 可燃 20 不燃 特殊 硬質 

13:00高砂ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰ 
21 
 

22 23 可燃 
 

24 新聞紙・紙パック 
10:30 そば打ち体験 

13:30 ふるさとかるた 

          予選会 

25 ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ 
 

26 可燃 
 

27 不燃 特殊 硬質 

 
28 
 

29 
～休館日～ 

30 

～休館日～ 

31 

～休館日～ 

 

【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。月日が経つのは
本当に早く、令和元年も残すところあとひと月となりました。今年は、平
成が終わり新しい天皇が即位され、また消費税の値上がり等、変化のある
新しい時代を迎えることとなりました。富田地区でも令和初のとみた夏ま
つりや敬老会等イベントを開催しました。来年もさまざまなイベントが開
催できるよう皆様のご協力をお願いいたします。また、寒くなってきまし
たので健康管理にも十分ご注意ください。 

 

１２ 月行事予定表（富田公民館） 

体協 お楽しみ抽選会結果 

１２月の「ほのぼの広場」は 

です。 

                        寒さが一段と増してきましたね。「寒いね」と言いながらも 

元気に園庭を走り回っている子どもたち…。 

今度一緒に走ってみませんか。   

荒島保育園 

１１月２０日（水）の体育協会理事会にて、抽選会を

行いました。抽選結果は以下のとおりです。当選され

た皆様おめでとうございます。 

＊敬称略 

等賞 集落名 氏名

１等 下麻生嶋 浅田　智枝子

２等 上野 松山　美津枝

２等 蕨生 泉　博子

２等 田野 内堀　翼

２等 七板 阿部　菜美子

２等 下唯野 井波　明美

３等 下麻生嶋 嵐　一郎

３等 下唯野 櫻井　龍一

３等 土打 次郎内　たまゑ

３等 塚原 坂本　清子

３等 土布子 松山　京子

３等 上野 松田　輝治

３等 新河原 松田　貢

３等 富塚 山本　泰子

３等 上野 窟　茉那美

３等 下麻生嶋 竹内　庸之助


