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少し、審議会らしくなってきました・・・

富勢地区自主防災訓練
地域の防災意識の普及・啓蒙を図るため、富勢地域全
域を対象とした防災訓練を行います。是非多くの方に、
イザという時に役立つよう、いろいろな貴重な訓練を体
験していただきます。
日時：11 月 27 日(日) 9:00～12：00 (雨天中止)
会場：柏市消防訓練センター(西部消防署富勢分署)
内容：避難・消火・通報・応急救護（AED）・炊出し・
仮設トイレ組立などの訓練、起震車と放水の体験
詳細は町会・自治会長宛にお知らせ済です。
【富勢地区自主防災会 防災防犯部】

三世代ふれあい体育祭
去る 10 月 16 日（日）秋晴れの中、富勢小グランドに
て滞りなく全プログラムを終え、町会対抗では宿連寺町
会が優勝、準優勝は北柏町会。小学校対抗リレーでは富
勢西小が優勝を飾りました。
【ふれあい体育祭実行委員会】

八朔相撲大会

富勢西小
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団体優勝！

雨天順延となった 10 月 2 日（日）は好天にも恵まれ、
子ども参加者 234 名と盛大に開催されました。団体戦は
3 校伯仲の 1 勝 1 敗の結果となり、再度決勝戦を行うに
は時間がないため、勝率判定によって、富勢西小学校が
優勝しました。

市立柏病院建替え問題
第 3 回市立病院事業検討専門分科会が、10 月 18 日（火）
午後 2 時 ウェルネス柏 4 階会議室で開催されました。傍
聴者は、異例の 30 人満席状態となりました。
審議は第 2 回分科会「まとめ」の後、柏市第五次総合
計画における「感染症対策・災害医療・障害者医療」に
ついて行政施策方針などの提起に終始、相変わらず病院
建設場所についての議論にはなっていません。立地を決
めないまま、市民に提供される医療サービスのあり方を
審議することに、どれだけの意味があるのか改めて疑問
を感じました。
とは言え今回は、対策委が事前（10/7）に「委員間の
審議に重点を」と申し入れしたこともあって、従来の分
科会に比べては、それなりの意見交換もなされ、変化の
兆しが見えてきたように思います。次回 4 回目は、「11
月 22 日（火）午後 2 時～・於：ウェルネス柏 4 階会議室」
で開催されます。多くの方の傍聴参加をお待ちしていま
す。
【総務部取材】

富勢の行事

11 月 2 日(水) 12:00～15:00
★13:00～オカリナと合唱
12 月 7 日(水) 12:00～15:00
★13:00～落語
珈琲(ホット)・紅茶・
1 年 川﨑 駿
大曽根志撞 遠藤由萌
松本小暖
昆布茶 100 円
2 年 關口耀太 野田 愛子
佐藤飛羽 東川芽衣
移動交番
11 月 10 日(木) 10:00～11:30
【柏警察署】
布施近隣センター
3 年 飯島 歩 古賀天音
本栁颯大 久木美七海
はらぺこさん
11 月 18 日(金) 17:00～19:00
4 年 丹羽智哉 細谷ひまわり
吉村光平 永尾悠浬
【福祉事業部】 布施近隣センター料理実習室
5 年 神戸俐星 畠山 夢叶
井口絢翔 渡邉陽香
柏おどり練習
11 月 19 日(土）19:00～
【体育部】
布施近隣センター和室
6 年 小原統哉 原田彩可
小栁直輝 藤井帆南
子育てサロン
ふれあい体育祭・八朔相撲大会については、ホームペ
11 月 8 日(火)10：00～11：30
はちのこ
ージ(ふるさと富勢で検索)にも掲載します。 【総務部】
おしゃべり広場
富勢西小学校
かるがも
11 月 17 日(木)10：00～11：30
おしゃべり広場
わらび（北柏駅前保育園）
ふ せ
11 月 18 日(金)10：00～11：30
おしゃべり広場
富勢東小学校
【福祉事業部】
母と子のつどい
11 月 1 日(火) 12 月 6 日(火)
かるがも
10：00～11：30
【柏市保健所
根戸近隣センター
地域健康づくり課】
自主防災訓練
11 月 27 日(日）
【富勢地区自主防災会】
上記記事参照
大相撲式秀部屋力士とチビッ子対決・昼食休憩時
サロン ド とみせ
布施近隣センター
個人成績は以下の通りです。 【八朔相撲実行委員会】
ロビー
【ふるさと協議会】
学年
優勝男子
優勝女子
準優勝男子 準優勝女子

一世帯につき一枚お取りください

両面ご覧下さい

高射砲第 2 連隊・訓練棟の特別公開！
我が家に残る戦争遺品のご提供をお願いします
富勢地域の歴史的文化財として、昨年に引き続き 2
回目の公開です。NHK 朝のニュースでも、全国 2 か所
の貴重な戦争遺跡の一つとして報道されました。戦争
は「ダメ！」を訴える「戦争遺品展示コーナー」を設
置します。
特別無料公開日 11 月 5 日(土）
・6 日(日）10:00～16:00
場所 ：柏市消防局旧根戸分署跡地（訓練棟）
柏市根戸 443―2「高野台会館」の隣です。
主催：柏歴史クラブ・高野台町会(共催)
協力：柏市教育委員会
連絡先：高野台会館 ☎ 7199－8741 FAX 7199－8251
【寄稿 高野台町会】

図書館だより

布施分館

７１３２－３１９３

根戸分館

７１３１－６０５３

蔵書点検のお知らせ
布施分館 12 月 2 日(金）～8 日(木)
点検日は休館となります
点検期間中の返却本は図書館入口の返却ポスト
に入れて下さい
根戸分館は来年 1 月 31 日(火)～2 月 5 日(日)です

遊戯室だより

電話

７１３５－３９６０

☆0 才のじかん
11 月 9 日(水)・23 日(水) 10:00～11:45
対象：0 歳児と保護者 (直接どうぞ)
内容：親子の交流や情報交換の場です。手あそ
び、体操なども行います。23 日の祝日は、ぜ
子育て講座開催のお知らせ
ひ、ご家族でいらして下さい。
経験豊かな助産師さんによる母乳育児や卒乳の方法、 ☆なかよし広場
乳幼期の発育についてのお話しを伺います。
11 月 15 日(火)
10:00～11:45
講師：助産師 打越豊子氏
対象：0～3 歳児と保護者 (直接どうぞ)
東葛勤労者医療会 東葛病院 産婦人科
内容：異年齢の子どもの交流や親子の情報交換の
日時：11 月 11 日（金）10：00～11：30
場です。手あそび、お話しなど、知的な時
場所：とみせ幼稚園 トマトルーム
間を共有します。
対象：妊婦～1 歳 2 か月の乳児と母親 親子で 15 組
★マジックショー
在園以外の地域の方、どなたでも参加できます。
11 月 26 日(土)
10:00～11:30
申込：要予約 ☎７１３１－６８７１ とみせ幼稚園
対象:幼児～18 歳 先着 50 人
定員になり次第締め切ります。
内容：二人のマジシャンによるハラハラ、ドキド
【寄稿 根戸中町会】
キマジックショーです。
こんにちは「みのり会」です！
体験コーナーもあります。
申込：11/2（水）
13:30～ 電話で
大至急！ 配達ボランティア募集
★ハッピークリスマス
近隣センターで手作りされたお
12 月 12 日(月)
10:30～11:30
弁当の配達ボランティアを至急募
対象：乳幼児と保護者 先着 15 組
集しています。
内容：簡単な工作、歌、絵本などで楽しみます。
月１回 第２火曜日
申込：11/16（水） 13:30～ 電話で
10：30～12：30 頃まで
遊戯室の 12 月の日程はスマホ(ふるさと富勢で検
連絡先：小曽根 ☎７１３９－４６９７
索)で見ることができます。
☆印→予約無し
【福祉事業部】

トマトの会

連絡先

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し相手をする傾
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？
：冨田 洋子 ☎７１３３－５９０２
北野 淑子 ☎７１３３－１８４０
【福祉事業部】

≪お知らせ≫
毎年恒例の「花鉢配布」は、11 月 26
日（土）に、70 歳以上のお一人暮らしの
かた、83 歳以上の高齢者宅に、富勢中の
生徒と民生・児童委員がお届けします。
【福祉事業部】

★印→予約有り 詳細と申込方法は「広報かしわ」
11/1,11/15 号で確認をして下さい。
休室日は布施近隣センター休日に同じ

おはなし会だより
・布施近隣センター (布施分館)
11 月 19 日(土) 15:00～ 遊戯室
・根戸近隣センター(根戸分館)
11 月 4 日(金) 12 月 2 日(金) 10:30～
11 月 19 日(土) 10:30～ 会議室Ｂ
当

一世帯につき一枚お取りください

会場にお越

くださ

両面ご覧下さい

和室

