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☆と

盗難・特殊詐欺被害ゼロを目指しましょう！

山 野 草 展

第32回
き

平成３０年５月３日(木)・４日(金)
午前９時００分～

☆ ところ
東布施自治振興会長

谷 島 傅 俊

県内で発生する盗難被害の大半が無施錠によるもので、無施錠被害率は、全国と比べて高い状
況にあります。
このため、富山県安全なまちづくり推進本部（県、県警察）よりの依頼で、地区として「カギ
かけ運動実施団体」と、「特殊詐欺被害ゼロ地区運動」の募集に、東布施地区として応募致しま
した。
特殊詐欺については、具体的な被害は発生していませんが、勧誘のハガキ
が届く事例が東布施地区でも数件届くようになったと報告があり応募致しま
した。
カギかけについては、留守や一人暮らしの家庭で施錠されるようにはなっ
てきましたが、まだ一部の家でカギかけされてない家庭があり、より安全な
地区を目指して意識改革の運動が展開できればと願っております。
なお、実施団体の指定を受ければ、活動期間は６月～１１月を予定してお
ります。

東布施公民館ホール

同時開催
水墨画・きものリフォーム・写真 展

※ 多数のご来場をお待ちしております！

第３５回 カーター記念

黒部名水マラソン
◎開 催 日

201８年 ５月２７日（日）

◎ 申込方法 専用払込取扱票にて郵便振替
窓口直接申込み 等
◎ 申込締切日 4月2０日（金）消印有効
◎ お問合せ
ｶｰﾀｰ記念黒部名水ﾏﾗｿﾝ実行委員会事務局

平成30年

期

おとなの漢字教室

春の全国交通安全運動

間 平成30年4月6日(金)～15日(日)

スローガン ゆずりあう 心でひろがる 無事故の輪

・期 間
・ 実施日

守ろう！交通ルール。広げよう思いやりの輪。
・子供と高齢者の安全な通行の確保と
高齢運転者の交通事故防止
・自転車の安全利用の推進
・全ての座席のシートベルトと
チャイルドシートの正しい着用の徹底
・飲酒運転の根絶

・場
・参

所
加

平成３０年４月～１１月
毎月第１ ・ ３ 火曜日
午前 １０：００ ～ １１：３０
※ 都合により変更もあります
東布施公民館
どなたでも いつからでも
ヒョッコリも 無料です
筆記用具持参

・内 容
☆ 漢字の成り立ち よもやま話 日本語
☆ あなたは日本語を知っていますか
日本を代表する歌 「桜」
♪さくら さくら ・・・・・ 霞か雲か においぞいずる ・・・
「においぞいずる」とはどんなことをいいますか

℡ 57-2300 まで

※専用払込取扱票は
東布施公民館にも
置いてあります

☆ セブンイレブン訪問販売 ☆
毎週木曜日

平成３０年度
期 日
時 間
場 所

布施谷の情報はホームページで!!

fusentan.net

平成３０年４月の行事予定
２（月） こども囲碁教室
AM 7：30 東公
２（月） 公民館関係任命式等交付式及び
黒部市公民館長会議
PM 3：30 市役所
３（火） おとなの漢字教室
AM10：00 東公
３（火） 布施の会
PM 1：30 東公
４（水） こども囲碁教室
AM 7：30 東公
５（木） 狂犬病予防注射
AM10：10～10：30 東公前
５（木） 紬の会
PM 1：30 東公
５（木） 春の全国交通安全運動 黒部市出発式
PM 2：00 市役所ﾎﾟｹｯﾄﾊﾟｰｸ
６（金） 春の全国交通安全運動（～１５日まで）
６（金） 鷹施中学校入学式
AM 9：30 鷹施中
６（金） 水墨画教室
AM 9：45 東公
８（日） 布施中学校卒業生 花見
アリーナ
８（日） 布施中第１４回卒業生同級会
PM 2：30 東公
９（月） わかば会
AM 9：30 東公
９（月） たかせ小学校入学式
AM 9：30 たかせ小
１０（火） 布施の会
PM 1：30 東公
１０（火） 大野久芳 個人演説会
PM 7：00 東公
１１（水） 川本敏和 個人演説会
PM 7：00 東公
１１（水） 民生委員会
PM 7：00 東公
１３（金） なごみ会
AM 9：30 旧みどり保
１３（金） 水墨画教室
AM 9：45 東公
１３（金） こども囲碁教室
PM 4：30 東公
１６（月） 東布施パークゴルフ第８回定期総会
及び第１回大会
AM 8：00受付 山田PG
１７（火） おとなの漢字教室
AM10：00 東公
１７（火） 布施の会
PM 1：30 東公
１９（木） 紬の会
PM 1：30 東公
２０（金） こども囲碁教室
PM 4：30 東公
２０（金） 振興会・公民館・防犯・環境・社協 合同総会
及び東布施地区歓送迎会
PM 6：30 東公
２３（月） H30 自治振興会及び
地区社会福祉協議会合同会議 PM 1：30 市役所
２３（月） 第1回 黒部市自治振興会長会議 PM 3：30 市役所
２３（月） 第1回 黒部市自主防災連絡協議会会議
PM 4：30 市役所
２４（火） 布施の会
PM 1：30 東公
２５（水） 黒部市芸術文化協会定期総会及び懇親会
アクア
２６（木） 黒部市東布施財産区管理会総会及び懇親会
PM 6：00 さが
２７（金） こども囲碁教室
PM 4：30 東公
２９（日） 昭和の日
３０（月） 振替休日

犬の登録確認及び狂犬病予防注射

平成３０年４月５日（木）
午前１０時1０分～１０時３０分
東布施公民館

注 射 料
2,650円
計 3,200円
注射済票料
550円
※ 未登録の犬については
登録料 3,000円が加算されます。

