
一世帯につき一枚お取りください  両面ご覧下さい 

富勢の行事 
 

 
 
 
 
 
 

富勢ふるさとウオーク 

今年は花野井香取神社や吉田

邸を紹介しながらの散策ウオ

ークで新しい発見をしてみた

いと思います。お誘い合わせの

上、多数の皆様のご参加をお待ちしております。 
・開催日  平成 29 年 3 月 25 日（土）（小雨決行） 
・集合場所 高野台公園（高野台児童遊園） 
・集合時間 受付：午前 9：00 出発：午前 9：30 
・コース 高野台公園→宿連寺湧水→花野井香取神社

→吉田邸→前原会館→富勢西小→消防署

富勢分署→布施近隣センター (約８km） 
・特 典 完歩者に記念品を、そしてゴールの布施近

隣センターで甘いおしるこが出ます 
・問い合せ・7131－ ・090－7813－ 

体育部長 坂巻 勝 
（吉田邸入場料はふるさと協議会の負担） 

【主催：体育部 協力：健康づくり推進委員】 

当協議会委員・スタッフ大募集 
当協議会では、次の委員・スタッフを募集していま

す。初めて地域活動デビューされる方、得意分野を発

揮できる方などの参加をお待ちしております。 
皆さんの力で、富勢地域を元気にしましょう。 
詳細・問合わせ 下記記載の他は、 
☎7132-3100(布施近隣センター)  協議会総務部へ 

★ふるさと協議会委員 下記 6 部門のどれかです 
・総務部→協議会全般の総括をします。 
・福祉事業部→住民福祉の向上に向けての活動 
・防災防犯部→富勢自主防災訓練・救命講習会 他 
・文化部→文化祭・富勢地域夏祭り 他 
・体育部→グランドゴルフ・富勢ウオーク 他 
・環境部→ゴミゼロ運動・利根川クリーン作戦 他 

★サロン ド とみせ スタッフ 
原則毎月第 1 水曜日 12:00～15:00 布施近隣センター

でサロンを開催しています。 
★みのり会 

月１回 第２火曜日 布施近隣センターで手作り

のお弁当の調理と配達ボランティアです。 
連絡先：小曽根 ☎7139－ 

★子どもの居場所 「はらぺこさん」 
毎月第3金曜日 17:00～ 布施近隣センターで子ど

も達とお話しをしたり、おにぎりを握ってくれる方、

帰りの送りをしてくれる方です。 
連絡先：受川 ☎080－3094－ 

布施 ☎090－7402－ 
【総務部】 

次回（3/23）審議会！ 

いよいよ、現地建替えを前提とした議論へ！ 
病院建替え問題を審議する第 6 回・専門分科会が去

る 2 月 20 日開催されました。 
会議では、事務局（医療公社）側から示された「柏

市立柏病院 新改革プラン」の説明後、活発な意見交

換がありました。プランそれ自体より、実現へのプロ

セスが、甘すぎるといった指摘がありました。 
また、病院の「在り方」論議といっても、具体的な

場所が確定しない限り、踏み込んだ議論ができないと

いった厳しい意見が出されました。 
従って次回審議では、これ（要するに現地建替え）

を明確にした「プラン」の提示が強く求められ、同席

の副市長からも、その方向で検討するむね、意思表明

がありました。次回分科会は、3 月 23 日（木）本庁

舎 5 階の委員会室で開催されます。この日は、病院建

替え問題の大きな山場でもあります。多くの方の傍聴

を期待しています。  【総務部取材】 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   平成 29 年 3 月（第 250号） 

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/ 

 ふるさと富勢 検索👆  (スマホにも対応) 
  

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】 

3 月 1 日(水)12:00～15:00 
★13:00～コーラス・小芝居 
4月 5日(水) 12:00～15:00 
珈琲・紅茶・昆布茶 100 円 

移動交番 
【柏警察署】 

3 月 9 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】 

3 月 17 日(金)17:00～19:00 
布施近隣センター料理実習室 

柏おどり練習 
【体育部】 

3 月 18 日(土)19:00～ 
布施近隣センター和室 

富勢ふるさとウオーク 
【体育部】 

3 月 25 日(土)   
左記参照 

 
 
 
 

子育てサロン 
はちのこ 

おしゃべり広場 
【福祉事業部】 

3 月 14 日(火)10：00～11：30 
4 月 お休み 
富勢西小学校 

かるがも 
おしゃべり広場 
【福祉事業部】 

3 月 16 日(木)10：00～11：30 
4 月 20 日(木)10：00～11：30 
わらび（北柏駅前保育園） 

ふせ 
おしゃべり広場 
【福祉事業部】 

3 月 お休み 
4 月 21 日(金)10：00～11：30 
富勢東小学校 

母と子のつどい 
かるがも 

【柏市保健所 
地域健康づくり課】 

3 月 7 日(火)10：00～11：30 
4 月 12 日(水)10：00～11：30 
根戸近隣センター 
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●ふせ☆フェスタ 

布施遊戯室 

日時：3 月 29 日(水) 13：00～14: 30 
場所：布施近隣センター 会議室 
対象：乳幼児～中学生まで（未就学児は保護者同伴） 

先着 50 人 
費用：無料 
内容：ゲームコーナーや工作、おみせやさんごっこ、

子どもたちのパフォーマンスなど、盛りだくさ

んの春のお祭りです。 
申込：3 月 2 日(木) 13:30 から 電話にて 

ふせ☆フェスタをみなさんで盛り上げ 

参加してみませんか！ 

●ふせ☆フェスタ こども実行委員募集 

日時：3 月 18 日(土）・28 日(火）9: 30～11: 30 
3 月 29 日(水）12：00～15:30 

対象：小学 3 年生以上 先着 12 人 
申込：3 月 3 日(金) 13:30 から 電話にて 

●ふせ☆フェスタ パフォーマンス発表参加者募集 
日時：3 月 29 日(水) 13:00～14:30 
場所：布施近隣センター 会議室 
対象：小学生～18 歳の個人またはグループ先着 5 組 
申込：3 月 3 日(金) 13:30 から 電話にて 

※各申込は 7135-3960 布施遊戯室まで 

民生委員児童委員 

「主任児童委員」のやくわり 
民生委員は、それぞれ担当する地域の皆さんの相談

に応じ、必要な援助などを市へつなぐ役割を担ってい

ます。  

またこの民生委員は児

童委員も兼ね、地域の子供

たちが元気に安心して暮

らせるように見守り、子育

てなどの相談、支援等の活

動をしています。その中で、

児童に関することを専門

的に担当しているのが「主

任児童委員」です。 

富勢地区には、2 名の主任児童委員がおり、富勢地区

全域を担当し、小学校、中学校と連携を取りながら活

動しています。さらに市や児童相談所など児童福祉に

関する各種機関と民生委員児童委員協議会とをつな

ぐ窓口にもなっています。このように主任児童委員は

富勢地区全体の児童を見守る専門的な役割も担って

いるのです。  

民生委員はそれぞれ役割を果たすため活動してい

ますのでご支援、ご協力のほど宜しくお願い致します。

（民生委員の正式名称は民生委員児童委員です

【福祉事業部】 

） 

 

名実ともに明るい 布施近隣センター！ 

全館 ＬＥＤ照明になりました。ＬＥＤ化による電

気料とＣＯ２削減の省エネ効果を見込んでいます。 

昨年３月には、トイレが全面改築されており、快適

空間が増えました。皆さんの笑顔がより一層明るく、

素敵なことでしょう！ 

楽しい時間を是非、布施近隣センターでお過ごし下

さい。             【総務部取材】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図書館だより  布施分館 ７１３２－３１９３ 
根戸分館 ７１３１－６０５３ 

予約の多い本の紹介 

・羊と網の森 宮下 奈都 

・コンビニ人間 村田 沙耶香 

・危険なビーナス 東野 圭吾 

・火花 又吉 直樹 

・蜜蜂と遠雷 恩田 陸 

・九十歳。何がめでたい 佐藤 愛子 

遊戯室だより  電話 ７１３５－３９６０ 
☆0 才のじかん 

3 月 8 日(水)・22 日(水)  10:00～11:45 
対象：0 歳児と保護者 (直接どうぞ) 
内容：親子の交流を楽しみます。  

☆なかよし広場 
3 月 21 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、子ども同士遊びを通じて 
ふれあいます。 

★ふせ☆フェスタ 
 3 月 2 9 日(水) 13：00～14：30 

詳細は左上参照 
 
 

 
 
 

遊戯室の 4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)  

3 月 18 日(土) 15:00～ 遊戯室 
・根戸近隣センター(根戸分館) 

3 月 3 日(金) 4 月 7 日(金) 10:30～ 和室 
3 月 18 日(土)  10:30～ 会議室Ｂ 

当日会場にお越し下さい 

☆印→予約無し 
★印→予約有り 詳細と申込方法は「広報かしわ」 

3/1 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 
 

 


