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平成２9 年度定期総会開催される
富勢地域ふるさと協議会
5 月 28（日）に定期総会を開催致しました。新年度
の役員、活動方針と予算を審議・決定しました。
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はみんぐ

高齢者介護教室のご案内

高齢者を介護しているご家族や、高齢者の介護に興味
を持たれている方に、介護に関する知
識や技術についての介護教室を開催し
ます。現在介護をしている方や興味の
ある方など、いざ介護というときのた
めにぜひお気軽にご参加ください。
対象：柏市内にお住まいの方
参加費：無料(但し 10 月の実技については実費 500 円)
開催場所：介護老人保健施設 はみんぐ内 会議室他
開催日時：6 月～3 月 毎月第 3 土曜日 10:00～12:00
6/17(土)は「介護保険制度のしくみを知ろう」
他の月の内容は、各町会・自治会の掲示板または当
協議会ＨＰ(ふるさと富勢 検索👆)で確認できます。
定員：25 名(毎月) 電話申込 先着順
申込：電話 7134-0660 はみんぐ
【寄稿 柏市立介護老人保健施設 はみんぐ】

ふるさと富勢

(スマホにも対応)

検索👆

とみせ幼稚園

親子のあそび会

親子のあそび会を毎月企画しています。
日時：6 月 2 日・16 日・30 日(金) 9:30～11:30
場所：とみせ幼稚園
トマトルーム(0 才～2 才あそびの広場)
内容：親子で。 わらべ歌・園庭遊びを教えます
問合せ：電話 7131-6871 とみせ幼稚園
7 月以降の開催については、問合せ願います。
【寄稿 根戸中町会】

富勢の行事
6 月 7 日(水) 12:00～15:00
★13:00～ ハーモニカ演奏
7 月 5 日(水) 12:00～15:00
★13:00～ ウクレレ
珈琲・紅茶・昆布茶 100 円
移動交番
6 月 8 日(木)10:00～11:30
【柏警察署】
布施近隣センター
はらぺこさん
6 月 16 日(金) 17:00～19:00
布施近隣センター料理実習室
【福祉事業部】
柏おどり練習
6 月 17 日(土) 19:00～
【体育部】
布施近隣センター和室
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】

富勢地区ふれあいサロン(子育てサロンと交互掲載)
もみのき
6 月 14・28 日(水)
市営 D 棟集会所
7 月 12・26 日(水)
12：00～15：00
サロン さんげつ
6 月 19 日(月)7 月 17 日(月)
北柏町会 ふるさと会館
13：00～15：00
ぼっくい
布施新町 6 月 19 日(月)7 月 17 日(月)
三富医院 3 階会議室
10：00～12：00
三木の会
6 月 15 日(木)7 月 20 日(木）
ウィンザーハイム北柏
10：00～12：00
集会室
一休
6 月 5・19 日(月)
前原会館 7 月 3・17 日(月)
12：30～15：30
森のサロン・きらら
6 月 6・20 日(火)
歩論館 （北柏 2 丁目） 7 月 4・18(火)
12：00～15：00
ワンデー カフェ
6 月 8・22 日(木)
コープ野村集会所
7 月 13・27 日(木)
10：00～12：00

一世帯につき一枚お取りください

両面ご覧下さい

ゆうゆう会

あけぼの山農業公園で田植え体験

4 月 21 日(金)福祉事業部主催(民生委員児童委員・ボラン
ティア)で、5 会場において、お一人暮らしの方々(174 名)
を招いて「ゆうゆう会」が開かれました。
高野台町会では 45 名の方々と美味しいお食事をしなが
ら、おしゃべりに花を咲かせました。
初めての参加で「よいお友達ができました」と喜びの声
を聞くことができました。食事のあとは、プロの音楽家
坂井さん夫妻によるハワイアンの歌と演奏を参加者全員
で楽しみ、ご夫妻に感謝しました。
【福祉事業部】

5 月 14 日(日) 田植
え体験が行われま
した。
29 世帯約 100
人が参加し、10 時
から係の説明を受
け、田植えが始まり
ました。秋には、今
回参加した人達に
よる収穫祭りが、稲
刈りを終えた場所で行われます。
【寄稿 富勢地区ふるさと農園営農組合】

図書館だより

長瀬慈村先生の講演会開催
市立柏病院建替え問題
5 月 13 日土曜日夕刻、柏市医師会副会長の長瀬慈村
先生を、根戸近隣センター体育館にお招きしての講演
会が開催されました。雨天にもかかわらず 130 人を超
える参加者となり、この地域における病院問題への関
心の高さが証明された形となりました。
テーマは、
「あなたの健康と地域医療」ということで、
私たちが健康で長生きしていくための、日常生活上の
心がけ、ちょっとした工夫やヒントなど笑いを交えな
がら話して下さいました。また柏市医師会の役割に加
え、柏市が目指す在宅医療並びに地域包括ケアシステ
ムの現況や今後の方向にも言及されて、予定の 90 分は
またたく間に過ぎていきました。
やがて建替えられる市立柏病院が、これまで以上に柏
市民全体、更には圏域住民にもより一層役立つ医療機
関になって行かねばならない。そしてそのためにはこ
の地域に病院が残りさえすれば良いとの意識ではなく、
病院と地域住民が相互に支え合っていくシステム作り
に、私たち自身が何らかの形で参画していくべきだろ
うと、この講演会を通して、改めて感じた次第です。
講演の内容は、当協議会ＨＰ(ふるさと富勢 検索👆)
で閲覧できます。
【総務部取材】

スタッフ募集★もみのき

日 時：毎月第 2、4 水曜日 12：00～15：00
場 所：市営 D 棟集会所
連絡先：本間(090-1381-xxxx)
※ 赤ちゃんからシニアまで、どなたでも参加して
いただけるサロンです。お手伝いしていただける方
を募集しています。
【福祉事業部】

布施分館
根戸分館

７１３２－３１９３
７１３１－６０５３

新着図書の紹介(布施分館)
・鎮魂(希望への扉) 西 純一
・おぼろ舟
藤原 緋沙子
・オリュンポスの神々の歴史
バルバラ・グラツィオージ
・タタールで一番辛い料理
アリーナ・ブロンスキー
・千葉の戦後 70 年
大和田 武士編

遊戯室だより

電話 ７１３５－３９６０

☆0 才のじかん
6 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：親子で交流を楽しみます。
ふれあい遊び・体操などもあります。
☆なかよし広場
6 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：親子の交流、情報交換の場です。
手あそび・体操なども行います。
✭パパと一緒に！プラレール
6 月 11 日(日) 10：30～11：30
対象：幼児～小学生と保護者 先着 28 人
参加者みんなで、プラレールで楽しく遊びます。
おじいちゃんおばあちゃんの参加も大歓迎です。
申し込み受付け中！
☆印→予約無し
★印→予約有り 詳細と申込方法は「広報かしわ」
5/15 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)
6 月はお休みです
・根戸近隣センター(根戸分館)
6 月 2 日(金) 7 月 7 日(金) 10:30～ 和室
6 月 17 日(土) 10:30～ 会議室Ｂ
当日会場にお越し下さい

一世帯につき一枚お取りください

両面ご覧下さい

