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黒部市立東布施公民館

ふせんたん

公民館だより
平成30年度

金沢大学インターンシップ事業

布施谷地域に住む私達が、自然豊かな布施谷の素晴らしさを今一度見つめ直し、交流を通じ
て地域がさらに元気になる活動を、８年前から金沢大学生と共に取り組んでいます。

＊平成30年度の計画＊

各団体のご協力
よろしく
お願いします♪

受 入 期 間：平成30年8月17日(金) ～ 8月27日(月)までの11日間
金沢大学生：３名
活動拠点：東布施公民館
研 修 課 題：各種団体の協力を得て下記を開催

☆男の料理教室：8月19日(日) 午前 10：00 ～（東布施公民館）
☆そば打ち道場：8月23日(木) 午前 10：00 ～（東布施ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ）
☆流しそうめん教室：8月25日(土) 午前 10：00 ～（東布施公民館前）
☆第5回布施谷健康ウォーク：8月26日(日) 午前 8：00 ～
（コース：「大沢の地鎮杉 (魚津市)」旧東布施小学校往復コース・約 3.2㎞）
☆金沢大学生報告会：8月26日(日) 午後 4：00 ～（東布施公民館）
※ 上記活動には、どなたでも参加できます。申し込みは公民館まで連絡して下さい。
※ ホームステイ (民泊1日) を計画しております。民泊受け入れ可能な方は是非、公民館の方
へ連絡願います。野菜などの差し入れもあれば嬉しいです。
布施谷活性化推進協議会 東布施公民館 ℡ 58-1021
（昨年の活動写真はスマホ（fusentan.net）で見ることができます）

特定健康診査・胸部レントゲン検診のお知らせ
検

診

名

受付時間

第13回 黒部市民体育大会結果
◇ バレーボール女子
◇ スティックリング
◇ 卓球
◇ ビーチボール
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各競技の選手の皆さんお疲れ様でした！

熱
中
症
対
策
「布施谷まつり」
地元農産物の出品についてお願い
今年の「布施谷まつり」は11月11日(日)
に実施することとなりました。
毎年好評をいただいています皆さんが
生産された地元農産物を、今年も販売い
たしますので、できるだけ多く出品され
ますよう今から準備をお願いします。
連絡先：布施谷ふるさと活性化委員会
会長 岩田（℡ 58-1837）

特定健康診査（40歳～64歳）
9：00～10：00 生活改善センター(東布施公民館)
８月３０日（木） 胸部ﾚﾝﾄｹﾞﾝ検診（40歳以上）
胸部ﾚﾝﾄｹﾞﾝ検診（40歳以上）

10：30～11：00 東布施ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ(田籾)

※ 保険証と受診券を持参して下さい。
※ 東布施ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰでは胸部ﾚﾝﾄｹﾞﾝ検診(40歳以上)のみ実施します。

☆ セブンイレブン訪問販売 ☆
毎週 木曜日
午前 11：00～ 東布施公民館
午前 11：30～ 移動販売
※ 16日(木)はお休みします。

布施谷の情報はホームページで
fusentan.net（スマホで検索）
NEW
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平成30年度東布施敬老会が開催されました
布施川堤防の草刈り作業を実施しました
布施谷の三大祭りの開催案内
布施谷まつりの開催案内
金沢大学生受け入れとウォーキング大会の案内

平成３０年 ８月の行事予定
１（水） こども囲碁教室
AM 7：30
東公
２（木） 東布施区民体育大会 打合せ会
PM 7：00
東公
３（金） こども囲碁教室
AM 7：30
東公
３（金） 福寿会 公民館庭清掃
AM 8：30
東公
４（土） 東布施パークゴルフ第５回大会 AM 8：00 受付 山田PG場
６（月） こども囲碁教室
AM 7：30
東公
６（月） 体育協会 理事会
PM 8：00
東公
７（火） おとなの漢字教室
AM10：00
東公
７（火） 布施の会
PM 1：30
東公
７（火） 尾山の七夕流し
尾山地区
８（水） こども囲碁教室
AM 7：30
東公
１０（金） こども囲碁教室
AM 7：30
東公
１０（金） なごみ会
AM 9：30 旧みどり保
１１（土） 山の日
１４（火）～１６（木） 盆休み
１４（火） 朴谷町内会納涼祭 （獅子舞い）
朴谷地区
１７（金） こども囲碁教室
AM 7：30
東公
１７（金） 水墨画教室
AM 9：45
東公
１７（金） 金沢大学生インターンシップ ～２７（月）まで
東公
１９（日） 男の料理教室
AM10：00
東公
２３（木） そば打ち道場
AM10：00 東ﾄﾚｾﾝ
２５（土） 流しそうめん
AM10：00 東公前
２５（土） 第５回 ライドアクロス黒部
PM 0：00 黒部川左岸堤防
２６（日）
〃
AM 8：30 新幹線駅スタート
２６（日） 布施谷健康ウォーク
AM 8：00 大沢地区
２６（日） 黒部市総合防災訓練
前沢地区
２９（水）～３０（木）
Ｈ３０黒部市自治振興会連絡協議会研修会
長野県茅野市
３０（木） 特定健診・胸部レントゲン検診 受付AM 9：00～10：00 東公
３０（木） 胸部レントゲン検診
受付AM10：30～11：00 東ﾄﾚｾﾝ
３１（金） 水墨画教室
AM 9：45 東公

環境衛生組合からのお願い
地域の皆様には、資源の分別回収にご協力いた
だきありがとうございます。
時々、収集不可な物（ＡＶ機器パソコン等）が出さ
れており収集作業に影響を及ぼしています。再度、
分別・排出ルールをしっかりご確認の上、ゴミを出し
て下さい。

休館のお知らせ
８月１4日(火)～１6日(木)
☆ 東布施公民館
☆ 東布施簡易郵便局
☆ 林業者等スポーツ研修館
休館いたします。

