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富勢地域文化祭の参加者募集 

行事名 開催日時 開催会場 申込締切日 
音楽 
発表会 

１0 月 22 日(土)  
13：00～15：30 

富勢西小 
 体育館 

9 月 30 日（金） 
（観覧は自由） 

文化展 

10 月 29 日(土) 
～30（日） 

9：00～17：00 
（30 日は 16：00

で終了） 

布施近隣 
センター 

ロビー 
会議室 

9 月 17 日(土) 
説明会は 9 月

25 日(日) 
 

囲碁 
将棋 
大会 

10 月 29 日(土) 
9：00～15：00 

布施近隣 
センター 

和室 

10 月 22 日(土) 
参加費 1,000 円 
（昼食付） 

陶芸 
  体験 

10 月 30 日(日) 
13：00～16：00 

 

布施近隣 
センター 

ロビー 

10 月 22 日(土) 
参加費 2,000 円 
（作品材料代） 

芸能 
 大会 

１1 月 6 日(日)  
10：00～15：00 

布施近隣セ

ンター 
和室 

9 月 30 日(金） 
（観覧は自由） 

個人参加は富勢在住者、サークルでの参加は富勢地域文

化連盟に加入しているサークルに限定します。 
参加申込書は、布施近隣センター受付窓口にあります。

申込締切日が、行事によって異なりますので、ご注意下

さい。                 【文化部】 

福祉事業部主催 

ケアラーサポーター地域出前講座開催！ 

「ケアラー」ってご存知ですか？ 
ケアラーとは、高齢者や障がい者等を介護またはお世話

している家族や近親者のことを指します。 
高齢化社会において、介護のニーズ

が増え、ケアラーに対しての理解や支

援も必要となっていきます。 
そこで、地域で活躍できるケアラーサ

ポーター（介護等支援者）を増やして、

全体で支えられるような地域を作って

いきたいと思います。 
富勢地区でもケアラーサポーター講座を実施するこ

ととなりました。一緒に、優しい人の多い街づくりをして

いきませんか？まずは、ケアラーさんの思いを知るところか

ら始めていきましょう！（介護者の体験談等） 
ご予約は必要ありませんので、直接会場にお越しくださ

い。 
日 時 ：10 月 3 日（月）13：30～16：30 
場 所 ：布施近隣センター 会議室 A・B 
問合せ先：090-7402-7873 （事務局：布施） 
協 力 ：柏市社会福祉協議会 

NPO 法人ケアラーネットみちくさ 

【福祉事業部】 
 
 
 
 

シニア料理教室のお知らせ 

日 時 ：10 月 13 日（木）9：30～12：30 
場 所 ：布施近隣センター 料理実習室 
対 象 ：料理初心者のシニアの男性 12 名位 
内 容 ：ごはん、味噌汁、魚料理、サラダ、デザー

トの作り方を基礎から学びます。 
持ち物 ：エプロン、三角巾 
費 用 ：500 円 
申し込み：10 月 5 日（水）までに下記へ電話か FAX

をお願いします。 
    飯田 7131-xxxx 
    佐藤 7134-yyyy 
主 催 ：柏市健康づくり推進員 

皆さんのご参加をお待ちして

います。  【福祉事業部】 
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サロン ド とみせ 
布施近隣センター 

ロビー 
【ふるさと協議会】 

9 月 7 日(水) 12:00～15:00 
★13:00～ ギター演奏と合唱 
10 月 5 日(水) 12:00～15:00 
★13:00～ 企画中 
 珈琲(ホット・アイス)・紅茶・ 

昆布茶 各 100 円 
移動交番 

【柏警察署】 
9 月 8 日(木) 10:00～11:30 

布施近隣センター 
はらぺこさん 

【福祉事業部】 
9 月 16 日(金) 17:00～ 
布施近隣センター料理実習室 

柏おどり練習 
【体育部】 

9 月 17 日(土) 19:00～ 
布施近隣センター和室 

はちの子 
おしゃべり広場 

かるがも 
おしゃべり広場 

ふ せ  
おしゃべり広場 

【福祉事業部】 
母と子のつどい 

かるがも 
【柏市保健所 
地域健康づくり課】 

9 月 13 日(火) 10：00～11：30 
富勢西小学校 

9 月 15 日(木) 10：00～11：30 
わらび（北柏駅前保育園） 

9 月 16 日(金) 10：00～11：30 
富勢東小学校 

 
9 月 6 日(火) 10 月 4 日(火) 

10：00～11：30 
根戸近隣センター 

第 22 回八朔相撲大会 
【実行委員会】 

10 月 1 日(土)  9:00～15:00 
あけぼの山農業公園 

三世代ふれあい体育祭 
【実行委員会】 

10 月 16 日(日)  9:00～15:30 
 富勢小学校グランド 

富勢地域文化祭 
 

【文化部】 

10 月 22 日(土) 
～11 月 6 日(日) 

詳細左記参照 
 

富勢の行事 
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英語のレッスンを始めませんか！！ 

北柏町会ふるさと会館において、富勢地域の皆さん

を対象に、無料の「初心者向け英語勉強会」が開催さ

れます。10 月 1 日以降、毎週土曜日 10:00～12:00 に

行います。講師は、山上嘉夫元北柏町会長です。 
4 年後の東京オリンピックに向けて、さらには国際

親善に貢献できるように、一緒に勉強したい方、ぜひ

ご参加下さい。申込は 9月 20日まで郵送又はFAXで。 
郵送 277-0832 柏市北柏 3-20-5 山上嘉夫 
FAX ７１６４－２９３６ 

問合せは、北柏町会ふるさと会館７１５７－３３６６

（火・木・土 午前のみ）にお願い致します。 
【寄稿 北柏町会】 

「北柏町会発行のチラシ」を当協議会 HP(ふるさと富

勢で検索)に掲載しました。ご覧下さい。 【総務部】 

柏市立富勢中学校  横田悠斗君 
関東中学校体育大会・全国中学校体育大会出場決定 
横田悠斗君３年生。彼は本当にすごい選手です。富

勢中学校に入学し、陸上競技の道に足を踏み入れまし

た。１年でありながら、３年の先輩に負けない足と、

熱い心を持っていました。１５００ｍから競技をスタ

ートし、市内で１位、県レベルでもトップクラスの結

果を残してきました。レースをこなしていく中、スピ

ードが長所であることに気づき、２年からは８００ｍ

のレースにも挑戦

するようになりま

した。それは見事に

当たりました。彼に

ぴったりの種目だ

ったのです。３年に

なり、上のレベルを

意識した個人メニ

ューに取り組むよ

うになり、日々努力を続けて全国・関東大会の出場資

格をつかみました。 
この先も彼はさらに上を目指し頑張ることでしょう。

応援よろしくお願いします。 【寄稿 富勢中学校】 

防災対策 より一層の意識の向上 
富勢地区自主防災防犯会の視察研修 

7 月 26 日(火) 各町会・自治会と当協議会役員・委

員合計 27 名で、本所防災館(本所都民防災教育センタ

ー)を訪れました。地震・津波など防災をテーマにした

映画を見た後に、内容が充実している煙体験コーナー

や消火体験・暴風雨体験・地震体験をして、更なる防

災知識の向上に役立ちました。 
午後は、日本の歴史公園 100 選に選ばれた「松戸市

戸定歴史館」を存分に堪能し、充実した一日になりま

した。            【自主防災防犯会】 
 
 
 

全市民にとってより良い病院を目指して… 
柏市健康福祉審議会における第 2 回「病院事業検討

専門分科会」が、8 月 29 日に開催されました。その内

容については、次号（10 月）にて報告させて頂きます。 
市域北東部に医療崩壊をもたらすような「病院移転」

など、行政施策として認められるはずがありません。

私たちとしては、現地で建替えられる病院を、どのよ

うな内容や姿にしていけば全市民更には圏域住民にと

って、より使いやすい医療機関になっていくのか、こ

れからも「専門分科会」における議論を含め、多くの

方たちとも手を携え、学習・勉強を重ねていきたいと

考えています。ご意見・ご要望・ご提案等ありました

ら、対策委員会・事務局宛ご連絡願います。 
（℡・Fax7132－5829：手塚）   【総務部取材】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図書館だより 布施分館 ７１３２－３１９３ 

根戸分館 ７１３１－６０５３ 

予約ベスト 5 平成 28年 8月 18日現在 
     予約数 
1.火花 又吉 直樹 591 
2.羊と鋼の森 宮下 奈都 519 
3.人魚の眠る家 東野 圭吾 379 
4.天才 石原 慎太郎 324 
5.希望荘(杉村三郎シリーズ) 宮部 みゆき 303 

遊戯室だより  電話 ７１３５－３９６

０ 

☆0 才のじかん 
9 月 14 日(水)・28 日(水)  10:00～11:45 
対象：0 歳児と保護者 (直接どうぞ) 
内容：親と子の交流や情報交換の場です。手あそび、

体操などもあります。 
☆なかよし広場 

9 月 20 日(火)  10:00～11:45 
対象：0～3 歳児と保護者 (直接どうぞ) 
内容：親と子の交流や情報交換の場です。手あそび、

体操などもあります。 
★ハロウィーンごっこ 

10 月 31 日(月)  10:30～11:30 
対象：乳幼児と保護者 先着 15 組 
内容：ハロウィーンにちなんだ遊び、歌、工作など

を楽しみます。 
申込：10 月 2 日 13:30～ 電話で 

 
 
 
 
遊戯室の 10 月の日程はスマホ(ふるさと富勢

で検索)で見ることができます。 

おはなし会だより 

・布施近隣センター (布施分館)  
9 月 17 日(土) 15:00～  遊戯室 

・根戸近隣センター(根戸分館) 
9 月 2 日(金) 10 月 7 日(金) 10:30～  和室 
9 月 17 日(土)  10:30～ 会議室Ｂ 
当日会場にお越しください。 

☆印→予約無し 
★印→予約有り 詳細と申込方法は「広報かしわ」

9/15 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 
 


