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第６８回

平成３０年度 東布施地区敬老会開催される
去る 6月2３日(土)、恒例の東布施地区敬老会
が、黒部市福祉センターで開催されました。
２３４名の招待者のうち、５８名出席してい
ただきました。来年もたくさんの参加をお待ち
しています。
この会を運営されました振興会、たんぽぽの
会、壮年連絡協議会、ボランティア部会、食生
活改善推進委員会、演芸に出演された各サーク
ルの皆さんご協力ありがとうございました。
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ふるさとの 夢・愛・未来 かがやく
◇発表

◇記念トークショー

発表：鷹施中学校区
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◇◇ ミツバアケビ ◇◇
家の庭に珍しいアケビが実を付けました。気が付いたのは
６月の初旬です。葉の数が３枚のミツバアケビです。
アケビには何種類かのアケビがありますが、葉の数は５枚
です。ミツバアケビは、４月に花が咲き、５月に実を付け約
半年かけて成長し、秋に収穫を迎えます。今は３～６ｃｍ位
の実が10数個あり、観察などしながら猿等に取られないよう
に気を付けたいと思います。
他にもアケビが有り、毎年秋に収穫しています。
柳沢

平成３０年７月７日（土）
１０時～１２時（ 開場 9：30 ）
黒部市国際文化センター
コラーレ カーターホール

◇式典

と

竹田 登

☆ ☆ 東布施保育所 夏祭り開催のご案内 ☆ ☆
日時
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社会を明るくする運動
黒部市大会

平成３０年７月１４日（土）
午前９：３０～１１：３０
・友愛セール
・食品販売・ジュース販売
・ゲーム（わくわく糸引き・わなげ・宝箱 他）

地域の皆さんのご来場をお待ちしています。 遊びに来てね(^o^)丿

黒部市社会福祉大会

平成３０年７月１４日（土）
午後２時～午後５時
黒部市国際文化センター
コラーレ カーターホール

入場
無料

・式典 ・議事 ・アトラクション
映画上映

平成30年
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『 真白の恋 』

夏の交通安全県民運動

7月21日(土) ～ 7月30日(月)
さわやかに 夏を走ろう 北陸路

点
１ 子どもと高齢者の交通事故防止
２ 飲酒・暴走運転の根絶
３ 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
４ 歩行者の安全確保の徹底

布施谷の情報はホームページで!!

fusentan.net

平成３０年 ７月の行事予定
１（日） 第１３回 黒部市民体育大会
各競技会場
（ソフトボール男子、テニス、柔道、
バドミントン、ビーチボール、卓球、フットサル）
３（火） おとなの漢字教室
AM 10：00 東公
３（火） 布施の会
PM 1：30 東公
４（水） 紬の会
PM 1：30 東公
６（金） 水墨画教室
AM 9：45 東公
６（金） こども囲碁教室
PM 4：30 東公
６（金） 公民館建設委員会
PM 7：00 東公
７（土） 僧ヶ岳安全祈願祭
AM 7：30 布施川ダムサイト
７（土） 東布施ﾊﾟｰｸｺﾞﾙﾌ第４回大会
AM 8：00 受付 大島PG場
７（土） 第６８回 黒 部 市 社 会 を 明 る く す る 運 動
鷹 施 中 学 校 区 大 会 AM 10：00 コラーレ
８（日） 第１３回 黒部市民体育大会
各競技会場
（ 野球、ソフトボール女子、ソフトテニス、
バレーボール、相撲、水泳、パークゴルフ）
９（月） わかば会
AM 9：30 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） こども囲碁教室
PM 4：30 東公
１４（土） 東布施保育所夏祭り
AM 9：30 東保
１４（土） 第１３回 黒部市社会福祉大会
PM 2：00 コラーレ
１６（月） 海の日
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
１７（火） 尾山大谷川改修促進協議会 総会
東公
１８（水） 紬の会
PM 1：30 東公
２０（金） 水墨画教室
AM 9：45 東公
２０（金） 市公連日帰り研修会
２０（金） こども囲碁教室
PM 4：30 東公
２１（土）～３０（月） 夏の交通安全県民運動
２１（土） たかせ小学校資源回収
AM 7：30
２５（水） こども囲碁教室
AM 7：30 東公
２６（木） 振興委員会
PM 7：00 東公
２７（金） こども囲碁教室
AM 7：30 東公
２９（日） 中陣ニブ流し
中陣地区
３０（月） こども囲碁教室
AM 7：30
東公

通行注意

☆ セブンイレブン訪問販売 ☆

イノシシの農作物被害防止のため、各林道、農道
に電気柵のゲートが設置されています。
人や車の通行する時は、感電やゲートのポール・
ホルダーの取り扱いに注意して下さい。

毎週 木曜日
午前 11：00～ 東布施公民館
午前 11：30～ 移動販売

