毎月１日 各戸配布 8,000 部発行 1980 年創刊
編集発行 柏市富勢地域ふるさと協議会総務部
問合せ TEL 7132-3100
柏市布施 1196-5(柏市布施近隣センター内)
http://www7a.biglobe.ne.jp/~furusatotomise/

平成 29 年 1 月（第 248 号）

救命講習会

あけましておめでとう
ございます
本年もよろしくお願い致します
富勢地域ふるさと協議会会長

後藤

敏

協議会活動の要である、各部長から新年の抱負を語っ
て頂きました。
【総務部】
総務部長

福祉事業部長

防災防犯部長

開催されます

富勢地区自主防災防犯会事業の一環として、救命講
習会を実施致します。本講習会は消防署員から、自動
体外式除細動器(ＡＥＤ)の使用方法などを学びます。
各町会・自治会より 2 名以内の参加を予定しています。
日時：1 月 22 日(日)9:00～12:00
受付 8:30～
会場：布施近隣センター和室
受講内容：心肺蘇生法・ＡＥＤの使用方法
申込：町会・自治会に通知済みです。お問合せ下さい
当日参加される方は、動きやすい服装で来場下さい。
修了証を、すでにお持ちの方はご持参下さい。
【防災防犯部・富勢地区自主防災防犯会】

・総務部長 秋山 宏夫
今年は酉年、元気にはばたく 84 歳、私の年です。
昨年以上の協力をよろしくお願い申しあげます。
・福祉事業部長 高橋 芳正
住民福祉の向上に向けて、各町会や他の組織・団
体などと手を携えて活動していきます。
・防災防犯部長 村山 桂三
今年も地域の防災と防犯の更なる効率的・効果的
な向上を目ざして部員一同頑張ります。
文化部長

体育部長長

環境部長

富勢の行事
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】

1 月 11 日(水) 12:00～15:00
★13:00～詩吟・舞い・落語
2 月 1 日(水) 12:00～15:00
★13:00～マジックショー
珈琲・紅茶・昆布茶 100 円

移動交番
【柏警察署】
はらぺこさん
【福祉事業部】
柏おどり練習
【体育部】
子育てサロン
はちのこ
おしゃべり広場

1 月 12 日(木) 10:00～11:30
布施近隣センター
1 月 20 日(金)17:00～19:00
布施近隣センター料理実習室
1 月 21 日(土)19:00～
布施近隣センター和室
1月
お休み
2 月 14 日(火)10：00～11：30
富勢西小学校
1 月 19 日(木) 10：00～11：30
2 月 16 日(木) 10：00～11：30
わらび（北柏駅前保育園）
1 月 20 日(金) 10：00～11：30
2 月 17 日(金) 10：00～11：30
富勢東小学校

・文化部長 増野 晴康
文化活動(歌、踊り、書道、手芸、囲碁等)を通じ
かるがも
て、地域交流を深め、明るい町づくりに努めます
おしゃべり広場
・体育部長 坂巻 勝
ふ せ
体育部のモットーは、地域の皆様を笑顔にしたい、
おしゃべり広場
いつまでも元気で！です。富勢ウオークを 3 月に
予定しています。お楽しみに！
【福祉事業部】
・環境部長 高北 博光
今年もメイン活動の「ごみゼロ運動」「利根川ク
母と子のつどい
リーン作戦」に、ご協力お願い致します。
かるがも 1 月 10 日(火) 10：00～11：30
2 月 7 日(火) 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】
救命講習会
1 月 22 日(日）
【自主防災防犯会】
上記記事参照
一世帯につき一枚お取りください

両面ご覧下さい

移転候補地の購入はしない！
審議会冒頭で医療公社理事が明言
－柏市立病院建替え問題－
昨年 12 月 20 日(火)市役所において、柏市健康福祉審
議会・第 5 回専門分科会が開催され、過去最高の 45 名を
超える傍聴者がありました。
分科会の雰囲気も、移転候補地（柏の葉・県有地）に関
しては、今後、柏市がこれを「公共用地として購入すること
はない」と、医療公社理事が明言したことから、これまでと
は大きく変わってきた感があります。私たちはこの発言に
よって、移転の選択肢はもはや完全に失われたものと考
えます。このような状況の変化は、何と言っても多くの地域
住民の粘り強い運動があったからこそのことです。
とは言え、現地建替えが確定した訳ではありません。審
議会に決定権はなく、決定するのはあくまで市長です。市
長がどこまで審議会の意見を取り入れるのか不透明であ
ることに変わりはありません。現地建替えが文字通り正式
に機関決定されるその日まで、私たちはこの運動をより一
層力強く進めていく決意です。引き続きのご支援・ご協力
をなにとぞ宜しくお願い致します。
【総務部取材】

富勢地区自主防災訓練実施される

11 月 27 日(日) 柏市消防訓練センター(西部消防
署富勢分署)において、各町会・自治会をはじめ、今年
は富勢中学校生徒、柏警察署も加わり、総勢 425 名と
過去最高の参加人数で訓練を行いました。防犯関連備
品の展示もあり関心を呼びました。 【防災防犯部】

スタッフ急募!!
「みのり会」です！
近隣センターで手作りされたお弁当の配達ボランテ
ィアを至急募集しています。(自家用車持込み可能な方)
月１回 第２火曜日 10：30～12：30 ごろまで
連絡先：小曽根 ☎7139－

子どもの居場所 「はらぺこさん」です！

毎回 20 名以上の子ども達が、夕方 5 時から集まり、
楽しくお食事をしています。
お手伝い下さる方、至急募集しています。
・子ども達とお話しをしたり、遊んだり、おにぎりを握って
くれる方（17：00～）、
・帰りの送りをしてくれる方（18：00～）
月 1 回 第 3 金曜日 17：00～19：00 ごろまで
連絡先：受川 ☎080－3094－
布施 ☎090－7402－

今年も“あわんとり”

行われます

日時：1 月 15 日（日） 15:00 点火予定
場所：布施弁天裏トマトハウス横
正月飾りや古いお札など焚き上げます。どうぞお持
ち下さい。
【消防団第 1 方面隊第 6,7,8 分団】

図書館だより

布施分館 ７１３２－３１９３
根戸分館 ７１３１－６０５３

根戸分館 蔵書点検のお知らせ
1 月 30 日(月)～2 月 6 日(月)です。
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

遊戯室だより

電話 ７１３５－３９６０

☆0 才のじかん
1 月 11 日(水)・25 日(水) 10:00～11:45
対象：0 歳児と保護者 (当日直接)
内容：子ともをあそばせながら親子でお友達を
つくりませんか？
☆なかよし広場
1 月 17 日(火) 10:00～11:45
対象：0～3 歳児と保護者 (当日直接)
内容：親子の交流、情報交換の場です。
手遊び、体操もあります。
★みんなでおにたいじ！
1 月 27 日(金) 10:30～11:30
対象:乳幼児と保護者 先着 15 組
内容：おにのお面作り、歌、絵本などで節分を楽
しみます。
申込：1/17（火） 13:30～ 電話で
★おやつを作ろう！チョコブラウニー
2 月 4 日(土) 9:45～12:00
対象：小学生以上 先着 15 人
内容：バレンタインスイーツをみんなで作って食
べます。
申込：1/17（火） 14:00～ 電話で
参加費：150 円
遊戯室の 2 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。
☆印→予約無し
★印→予約有り 詳細と申込方法は「広報かしわ」
1/15 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)
1 月 21 日(土) 15:00～ 遊戯室
・根戸近隣センター(根戸分館)
1 月 6 日(金) 2 月 3 日(金) 10:30～ 和室
1 月 21 日(土) 10:30～ 会議室Ｂ
当日会場にお越しください。

【福祉事業部】

一世帯につき一枚お取りください

両面ご覧下さい

