


一世帯につき

支えあいの街に向けて 

たすけあいを広げましょう No.3

3月、5月号では、支えあいの輪を広げていく活動の大切さ

をご紹介いたしました。今号では、富勢地区の支えあい推進

員、光城京子さんのご紹介をいたします。 

今後、支えあい推進員が中心となり、支えあい会議を開催し

ていきます。 

富勢地区の支えあい推進員として、

10 日に委嘱されました、光城です。

2025 年。団塊の世代が後期高齢者となり、

日本の高齢化は増々深刻化していきま

す。 

そのため、住民同士が支えあう地域づくり

が必要不可欠となっていきます。

「少し手伝ってほしい」「こんな時、誰かが側にいてくれたら…」

そんな地域での必要な取り組みを考えていきます。「富勢で

暮らせてよかった」「これからも富勢に住み続けたい」と思って

もらえる地域にしていくためにも、しっかりと支えあいの輪を広

げていきたいと思います。 

今後は、支えあい会議に向けて、各部門の会議などに伺うこ

とがあるかと思いますので、どうぞよろしくお願い致します。

出来ることから始めましょう！！ 

       【柏市社会福祉協議会

       

トマトの会 会員募集 

富勢地区で高齢の方、お一人暮らしの

方や障がいのある方とお話

る傾聴ボランティアです。月一回程度、

ご一緒に活動しませんか？

連絡先： 冨田 洋子 7133－xxxx 

 北野 淑子 7133－yyyy  

恒例 グランドゴルフ大会 盛況に開催！ 

 6 月 4 日(土)あけぼの山公園に

て 20 チームが参加し、腕を競い

合いました！今年は飛び入りで

小学生の兄・妹が参加し盛り上げ

てくれました！結果は下記のとお

りです。おめでとうございます！ 

 団体の部(6 人 1 組) 個人の部(

優勝 宿連寺町会 布施新町 A

準優勝 前原町会 前原 

3 位 根戸中町会 宿連寺 B 

ゴミゼロ運動！ ありがとうございました！ 

5 月 29 日(日)市内全域でゴミゼロ運動が実施されました。

富勢地域でも 10 ヵ所の集積場所に次々とゴミが集められ

ました。参加人員 720 名、ボランティア団体が

名の参加、集荷ゴミ袋数 93 袋でした。 
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月号では、支えあいの輪を広げていく活動の大切さ

をご紹介いたしました。今号では、富勢地区の支えあい推進

今後、支えあい推進員が中心となり、支えあい会議を開催し

富勢地区の支えあい推進員として、5 月

日に委嘱されました、光城です。 

年。団塊の世代が後期高齢者となり、

日本の高齢化は増々深刻化していきま

、住民同士が支えあう地域づくり

が必要不可欠となっていきます。 

「少し手伝ってほしい」「こんな時、誰かが側にいてくれたら…」

そんな地域での必要な取り組みを考えていきます。「富勢で

暮らせてよかった」「これからも富勢に住み続けたい」と思って

もらえる地域にしていくためにも、しっかりと支えあいの輪を広

今後は、支えあい会議に向けて、各部門の会議などに伺うこ

とがあるかと思いますので、どうぞよろしくお願い致します。 

【柏市社会福祉協議会 地域支援課】 

       【福祉事業部】 

富勢地区で高齢の方、お一人暮らしの

お話し相手をす

傾聴ボランティアです。月一回程度、

ご一緒に活動しませんか？ 

 【福祉事業部】 

(敬称略) 

A 小原 花江 

 荒井 謙一 

 長妻 孝 

【体育部】 

市内全域でゴミゼロ運動が実施されました。

ヵ所の集積場所に次々とゴミが集められ

ボランティア団体が 9 団体の 88

  

 【環境部】 

感謝状贈呈 

5 月 29 日(日)定例総会の席上で、富勢地域３小学校

学区内において、長年にわたり

守りに尽力された方々に対し

た。              (

富勢小学校区 戸谷 

富勢東小学校区 野村 

富勢西小学校区 佐山 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆印→予約無し 
★印→予約有り  詳細と

7/15
休室日は布施近隣センター

 

図書館だより 布施分館

 根戸分館

☆青少年読書感想文課題図書
詳細は布施・根戸分館

小学校低学年・・アリとくらすむし

小学校中学年・・木のすきなケイトさん

小学校高学年・・大村智ものがたり

中学校・・・・・白いイルカの

高等学校・・・・ハーレムの

遊戯室だより  電話

☆0 才のじかん 
7 月 13 日(水)・27 日(水
対象：0 歳児と保護者 

☆なかよし広場 
7 月 19 日(火)  10：00
対象：0～3 歳児と保護者

★夏休みクラフト教室 押

8 月 20 日(土) 9：30～
対象：小学生以上(小 3 以下

申込：7/17 （日) 13:30
次の「夏まつり」「おばけやしき

★夏まつり～会場を魚でいっぱい

7 月 28 日(木)  10：00
★おばけやしき 

8 月 7 日(日) 10：00～
★おばけやしき子ども実行委員募集

 

 

 

 

おはなし会だより 

・布施近隣センター(布施分館

7 月 16 日(土) 15：00
・根戸近隣センター(根戸分館

7 月 1 日(金) (8 月は休

7 月 16 日(土)  10：30
当日会場にお越

図書館だより 布施分館 

 根戸分館

☆青少年読書感想文課題図書

詳細は布施・根戸分館に問い合わせを

小学校低学年・・アリとくらすむし

小学校中学年・・木のすきなケイトさん

小学校高学年・・大村智ものがたり

中学校・・・・・白いイルカの浜辺

高等学校・・・・ハーレムの闘う

遊戯室だより 電話 ７１３５－３９６０

☆0 才のじかん 

7 月 13 日(水)・27 日(水)  10

対象：0 歳児と保護者 (直接どうぞ

☆なかよし広場 

7 月 19 日(火)  10：00～

対象：0～3 歳児と保護者

★夏休みクラフト教室 押し葉クラフト

8 月 20 日(土) 9：30～11

対象：小学生以上(小 3 以下は保護者同伴

申込：7/17 （日) 13:30～

次の「夏まつり」「おばけやしき」の詳細は

★夏まつり～会場を魚でいっぱい！

7 月 28 日(木)  10：00～

★おばけやしき 

8 月 7 日(日) 10：00～11

★おばけやしき子ども実行委員募集

 

 

 

 

 

おはなし会だより  

・布施近隣センター(布施分館

7 月 16 日(土) 15：00～

・根戸近隣センター(根戸分館

7 月 1 日(金) (8 月は休み

7 月 16 日(土)  10：30～

当日会場にお越しください

☆印→予約無し 

★印→予約有り 詳細と

  7/15 号

休室日は布施近隣センター

総会の席上で、富勢地域３小学校の

わたり、毎朝の児童の通学の見

対し、感謝状と記念品を贈りまし

(敬称略) 

 謙次   吉田 幸弘 

 秀穂   福田 欽一 

 高義   大葉 汎 

【総務部】 

 

と申込方法は「広報かしわ」

7/15 号で確認をしてください。 
センター休日に同じ 

布施分館 ７１３２－３１９３ 

根戸分館 ７１３１－６０５３ 

青少年読書感想文課題図書 
根戸分館に問い合わせを 

・・アリとくらすむし   課題数 4 
のすきなケイトさん 課題数 4 

ものがたり   課題数 4 
いイルカの浜辺   課題数 3 

ハーレムの闘う本屋  課題数 3 
電話 ７１３５－３９６０ 

水)  10：00～11：45 
 (直接どうぞ) 
00～11：45 

保護者 (直接どうぞ) 
押し葉クラフト 
～11：30 
以下は保護者同伴)先着 20 人 

13:30～ 電話で 費用 200 円 
おばけやしき」の詳細は、 

前月号をご覧ください 

でいっぱい！ 
00～11：30 
～11：00 

実行委員募集 

分館) 
00～ 遊戯室 

根戸分館) 
休み) 10：30～ 和室 
30～ 会議室 B 
越しください 

 ７１３２－３１９３ 

根戸分館 ７１３１－６０５３ 

青少年読書感想文課題図書 

詳細は布施・根戸分館に問い合わせを 

小学校低学年・・アリとくらすむし 課題数 4 

小学校中学年・・木のすきなケイトさん 課題数 4 

小学校高学年・・大村智ものがたり 課題数 4 

中学校・・・・・白いイルカの浜辺 課題数 3 

闘う本屋 課題数 3 

７１３５－３９６０ 

)  10：00～11：45 

直接どうぞ) 

～11：45 

歳児と保護者 (直接どうぞ) 

押し葉クラフト 

11：30 

以下は保護者同伴)先着 20 人 

～ 電話で 費用 200 円 

次の「夏まつり」「おばけやしき」の詳細は、 

前月号をご覧ください 

夏まつり～会場を魚でいっぱい！ 

～11：30 

11：00 

おばけやしき子ども実行委員募集 

   

分館)   

 遊戯室 

根戸分館) 

休み) 10：30～ 和室 

～ 会議室 B 

当日会場にお越しください 

と申込方法は「広報かしわ」 

号で確認してください。 

センター休日に同じ 

 


