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第13回 黒部市民体育大会実施種目日程
会場
期日
種目
総合優勝杯返還式
宮野運動公園体育館
6月17日
（日） スティックリング 宮野運動公園体育館

第１９回布施中学校同窓会花見会が開催されました
平成３０年東布施 「冬」 「春」 写真
第３２回山野草展が開催されました
笠破親水公園の清掃活動が実施されました
平成３０年度布施川堤防草刈の実施の案内

平成３０年 ６月の行事予定

１（金）
１（金）
振興会費徴収についてのお願い
１（金）
東布施自治振興会
ソフトボール男子 宮野運動公園多目的グラウンド
２（土）
会長 谷 島 傅 俊
テニス
宮野運動公園庭球場
２（土）
柔 道
錬成館
３（日）
地区の皆様には、日頃より自治振興会の活動に格別なご配慮を頂き、人口減少・少子高齢化が進 7月1日 バドミントン 総合体育センターメインアリーナ ５（火）
（日）
む中でもなんとか、地区の振興会活動を続けていける現状に深く敬意と感謝を申し上げます。
ビーチボール 総合体育センターメインアリーナ ６（水）
８（金）
今年も６月中に、振興会費 6,000円を集金していただくよう各町内会長さんを通じてお願いしており、
総合体育センターサブアリーナ
卓 球
１０（日）
フットサル 宮野運動公園体育館
何とぞご協力の程よろしくお願いいたします。
１１（月）
宮野運動公園野球場
皆様には、平成29年度決算書より、地区５団体（自治振興会、防犯組合、環境衛生組合、社会
１２（火）
野 球
中ノ口緑地運動公園野球場
１３（水）
福祉協議会、公民館）の収支決算額と科目別支出額、及び振興会費より自動的に黒部市や町内
ソフトボール女子 宮野運動公園多目的グラウンド
１５（金）
会へ負担金として支払いしている内訳表を、全戸に配布いたしますので、参考として一読いただき、振興
ソフトテニス 宮野運動公園庭球場
１５（金）
7月8日
会費の集金に、ご理解とご協力の程、お願い申し上げます。
総合体育センターメインアリーナ １５（金）
（日） バレーボール男子
バレーボール女子 総合体育センターサブアリーナ
１６（土）
１６（土）
宮野運動公園相撲場
相 撲
１６（土）
総合体育センター温水プール
水 泳
布施川堤防の草刈り隊員の募集について
１７（日）
パークゴルフ おおしまパークゴルフ場
布施谷草刈の会
１９（火）
10月21日
陸 上
宮野運動公園陸上競技場
１９（火）
布施川堤防の草刈りについては、各種団体の協力を得て６年間実施してきたところです。昨年
（日）
（大運動会）
雨天時 総合体育センター
２０（水）
も、各種団体から約60名の隊員の参加を得て実施、その報償費を各団体の活動費及び日当とし
２０（水）
て配分させて頂きました。今年度も実施しますので、多くの団体の参加をよろしくお願いします。
東布施地区敬老会開催について
２２（金）
実施場所
布施谷橋（内生谷）～ 布施爪橋下流約 600mまでの区間
２２（金）
開
催
日
平成３０年６月２３日(土)
２３（土）
実施日時
平成30年６月24日(日) 午前 ６時30分～
２４（日）
（ 雨天決行 作業は約２時間程度 ）
場
所
黒部市福祉センター
２５（月）
集合場所
旧東布施小学校 集合 午前 ６時15分
開 催 時 間
11:30～11:45 開会式
２６（火）
申し込み
参加者名簿を 6月11日(月)まで東布施公民館に提出。
２９（金）
11:45～12:30 昼食 懇親会
（申込用紙は公民館にあります）
２９（金）
12:30～13:45 演芸
２９（金）
※ ５名以上参加の団体には団体割の配分があります。
<演芸出演者>
３０（土）

◆ 東布施保育所 資源回収のお礼 ◆
地区の皆様のおかげで、今年もたくさんのアル
ミ缶、段ボール、新聞・雑誌類が集まりました。
収益金は保護者会一般の会計に繰り入れ、保護
者会活動に使わせて頂きます。
ご協力本当にありがとうございました。

☆ 東布施保育所 夏祭り開催のご案内 ☆
開催日：７月1４日（土）
詳細は７月号でお知らせいたします

東布施グリーン会 春のゴルフコンペの案内

小学校民謡クラブ、東布施保育所
布施の会、布施谷節保存会
木下静子、高山順子、園田由美子

日 時：平成30年6月16日（土）
場 所：魚津国際カントリークラブ 昼12時スタート
参加費：コンペのみ、懇親会のみ各1000円
コンペ＋懇親会 3000円
表彰式（懇親会）：東布施公民館

18:30より

参加される方は中陣・角田まで連絡願います。

☆ 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

検索

寄せ植え教室
AM 9：30 旧東小体育館
水墨画教室
AM 9：45 東公
こども囲碁教室
PM 4：30 東公
布施谷営農臨時総会
PM 6：30 東公
芸術文化祭
10：00 ～ 18：00 コラーレ
〃
10：00 ～ 16：30 コラーレ
おとなの漢字教室
AM10：00 東公
紬の会
PM 1：30 東公
こども囲碁教室
PM 4：30 東公
仏舎利慶讃法要並びに納骨堂法要PM 2：00 黒部仏舎利塔
わかば会
AM 9：30 東公
布施の会
PM 1：30 東公
民生委員会
PM 7：00 東公
なごみ会
AM 9：30 旧みどり保
水墨画教室
AM 9：45 東公
こども囲碁教室
PM 4：30 東公
東布施ﾊﾟｰｸｺﾞﾙﾌ第３回大会 AM 8：00受付 大島PG場
ふれあいランチ（朴・田・池・福） AM 8：30
東布施ｸﾞﾘｰﾝ会「春のｺﾞﾙﾌｺﾝﾍﾟ」 PM 0：00 魚津国際ｶﾝﾄﾘｰ
第１３回 黒部市民体育大会
AM 8：40 宮野体育館
おとなの漢字教室
AM10：00 東公
布施の会
PM 1：30 東公
黒部市有害鳥獣対策協議会会議 AM 10：00 市役所
紬の会
PM 1：30 東公
H30富山県公民館初任者研修会 PM 1：30 教文
こども囲碁教室
PM 4：30 東公
東布施地区敬老会
AM11：30 福祉ｾﾝﾀｰ
布施川堤防草刈り
AM 6：30 布施川堤防
黒部護国神社例大祭
AM10：00 黒部護国神社
元気アップ教室（口腔編）
PM 1：30 東公
福寿会日帰り旅行
ﾎﾃﾙ寺尾温泉
H30富山県自治連合会総会 PM3：00 ﾎﾃﾙﾆｭｰｵｰﾀﾆ高岡
こども囲碁教室
PM 4：30 東公
踊り練習
PM 7：30 東公

＊＊ きれいな花でいっぱい ＊＊
5月21日(月) 福寿会員の皆さんに公民館周辺
の花だん整備と草刈りをして頂き、25日(金)に
は、グリーンキーパーさんの指導のもと、たか
せ小児童（2年生 ４２名）の皆さんと一緒に花
苗の植付けをして頂きました。おかげさまで公
民館はきれいな花でいっぱいになりました。
ありがとうございました。

