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ふるさと富勢

(スマホにも対応)

みんなで楽しむグランドゴルフ大会

富勢地域ふるさと協議会
総会開催のお知らせ

平成 28 年度ふるさと協議会事業も無事終わりまし
たこと、ここに厚くお礼申し上げます。さて、平成 29
年度が 4 月より始まりしたが、本年度も何卒ご支援ご
協力をよろしくお願い申し上げます。総会出席予定の
方には、別途通知済みです。
記
開催日時：5 月 28 日（日）午後 1 時 30 分～3 時 30 分
会
場：布施近隣センター会議室
【総務部】

ゴミゼロ運動

検索👆

住んでいる街をきれいに

さくら・チューリップ祭も終わり、あけぼの山は新
緑の香りが漂い、スポーツの季節になりました。毎年
恒例のグランドゴルフ大会を開催致します。グラウン
ドゴルフは初心者、子供でも楽しめますので、チーム
編成して奮ってご参加下さい。
開催日時：6 月 3 日（土）
雨天の場合 4 日（日）に順延
場所：あけぼの山公園(さくら山)
受付：8 時 30 分～ 開会式 8 時 40 分
申込：各町会・自治会単位でふるさと協議会へ
問合せ：体育部部長 坂巻 勝 ☎090-7813-4189
【体育部・健康づくり委員】

来る 5 月 28 日（日）8 時 30 分開始で恒例の市主催
のゴミゼロ運動を行います。道路、側溝などに散乱す
るゴミ・空き缶などを回収し、きれいな街作りに是非
ご参加下さい。町会・自治会に別途ご案内しておりま
サロン ド とみせ
す。
布施近隣センター
【環境部】
ロビー
緑は楽しい！カシワの
【ふるさと協議会】

富勢の行事

カシニワフェスタ ２０１７
開催日

5 月 13 日（土）～21 日（日）

移動交番

5 月 3 日(水）12:00～15:00
★13:00～ 三味線弾き語り
6 月 7 日(水）12:00～15:00
★13:00～ ハーモニカ演奏
珈琲・紅茶・昆布茶 100 円
5 月 11 日(木)10:00～11:30
布施近隣センター
5 月 19 日(金)17:00～19:00

カシニワとは各家の庭を綺麗にして開放する。更に空
はらぺこさん
地を共有できる庭にしたり、里山を皆で再生したり、土
布施近隣センター料理実習室
【福祉事業部】
地を借りて野菜を作るなどの制度です。それぞれの行動
柏おどり練習
5 月 20 日(土）19:00～
が広がり、町全体をガーデン化していくことにより、活
【体育部】
布施近隣センター和室
き活きと暮らす健康な街づくりにもつなげていきます。
当協議会総会
5 月 28 日(日）13:30～
布施にも 6 件の登録があり、素敵な庭を公開していま
ゴミゼロ運動【環境部】 5 月 28 日(日) 8:30～
すのでご紹介します。鑑賞時には、是非声がけをしてか
グランドゴルフ大会
6 月 3 日(土）8:30～
らの見学をお願いします。
【体育部】
上記 記事参照
・後藤さん Café season 9：30～16：30 布施 1465-3
℡ 7105-5103
子育てサロン
・成嶋さん カントリー・ローズガーデン
はちのこ
5 月 お休み
10：00～17：00 布施 2264-2
おしゃべり広場
6 月 13 日(火)10：00～11：30
・飯田さん バラとクリスマスローズガーデン
【福祉事業部】
富勢西小学校
10：00～17：00 布施 2201-4
かるがも
5 月 18 日(木)10：00～11：30
・茶屋・花華
10：00～16：00 布施 1738
おしゃべり広場
6 月 15 日(木)10：00～11：30
℡7134-6323
【福祉事業部】
わらび（北柏駅前保育園）
・金子さん ハーブの小径♪と自然と共生した小農園
ふせ
5 月 19 日(金)10：00～11：30
10：00～15：00 布施 2036-1
おしゃべり広場
6 月 16 日(金)10：00～11：30
・布施の豊かな自然を整備し憩の場をつくる 通年公開
【福祉事業部】
富勢東小学校
布施の自然を守る会 ℡080-2241-7143 布施 1738 付近
母と子のつどい
5 月 9 日(火)10：00～11：30
ホームページ「カシニワ」で検索できます。 【総務部】
かるがも
6 月 6 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】

一世帯につき一枚お取りください

両面ご覧下さい

「声かけ訪問」のお知らせ
風薫る５月となりました。
日頃より民生委員活動にご支援、
ご協力をいただきありがとうござ
います。
毎年、柏市との協働で実施して
おります「声かけ訪問」の対象者
が、昨年までは６５歳以上の方で
したが、今年度からは７５歳以上のお一人暮らしの方
に変わりました。これは、近年の急速な少子高齢化の
進展や生活様式の多様化に伴い、お一人で生活する方
が増加してきたことによるものと考えられます。
声かけ訪問は、５～６月に実施しますが、この期間
以外での通常訪問は変わりませんので、訪問した際に
は、よろしくお願いいたします。
なお、お困りごとのご相談などは、お近くの担当民
生委員にいつでもご連絡ください。
これからも民生委員活動にご協力のほど、よろしくお
願いいたします。
【富勢地区民生委員・児童委員協議会】
柏市立柏病院建替え問題

いよいよ 大詰めに!!
柏市健康福祉審議会・市立病院事業検討専門分科会
における、病院建替えに伴う「病院の在り方」審議も、
いよいよ終盤の時期を迎えています。既にお知らせし
た通り、分科会事務局からは「仮」としながらも、現
在地での建替え場所に関して A・B・C の 3 案が提示さ
れました。そもそも病院建替えは「喫緊の課題」
（たび
重ねての市長発言）であったにもかかわらず、分科会
開催の頻度やその進め方は、私たちからすれば、悠長
な動きとしか映りません。移転先とされた柏の葉地区
県有地の購入がなくなった今、将来を見すえた「在り
方」の論議は、速やかに進めていくべきです。
それはともかくとして、私たちは現地に病院が残り
さえすればよいと考えているわけではありません。私
たち自身も超高齢社会の下で、市立柏病院が病院建替
えを機に、どのように変革されていけば市民全体にと
ってより良い医療機関になり得るのか、皆さんととも
に考えていきたいと思います。その一環として、下記
の通り「あなたの健康と地域医療」と題する講演会を
企画しました。お招きする講師は、柏市医師会副会長
として長年にわたりご活躍の長瀬慈村先生です。先生
のお話しの中から、あるべき病院の姿が私たちなりに
イメージできていくのでは、と期待しています。多く
の方のご参加を心よりお待ち致しております。

図書館だより

布施分館 ７１３２－３１９３
根戸分館 ７１３１－６０５３

平成 29 年度 布施分館 購読雑誌
・エクスリア＆ガーデン ・& Premium
・NHK きょうの料理 ・月刊バスケットボール
・JR 時刻表（奇数月） ・BE-PAL（ビーパル）
・小説新潮 ・DIME(ダイム） ・日経ヘルス
・小説推理
・旅の手帖
・日経マネー
・週刊文春
・婦人画報
・ダ・ヴィンチ
・やさい畑
・Motorcyclist
☆購読新聞（前年度と２紙変更）
・読売新聞 ・スポーツニッポン ・柏市民新聞

遊戯室だより

電話

☆0 才のじかん
5 月 10 日(水)・24 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
5 月 16 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、子ども同士の遊びを通じて
ふれあいます。
遊戯室の 6 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)
5 月 20 日（土）15：00～ 遊戯室
（6 月以降は未定）
・根戸近隣センター(根戸分館)
5 月 12 日(金) 6 月 2 日(金) 10:30～ 和室
5 月 20 日(土) 10:30～ 会議室Ｂ
当日会場にお越し下さい

富勢人事往来（敬称略）
富勢小学校校長
小川 春利 ⇒ 鈴木 成幸
富勢東小学校校長 桑原 直子 ⇒ 伊堂寺 和美

長瀬慈村先生・講演会
演 題：「あなたの健康と地域医療」
日時：平成 29 年 5 月 13 日(土) 18：30～20：00
場所：根戸近隣センター・体育館
その他：参加無料 直接会場へ
問い合わせ先： 090-7813-4189（坂巻）
090-9207-2706（手塚）

７１３５－３９６０

市立病院移転問題
のチラシ駅頭配布
（新柏駅前にて）

病院建替え問題
第 8 回専門分科会のお知らせ
日程：5 月 30 日（火）14：00～16：00
場所：市役所本庁舎 5 階第 5・6 委員会室
傍聴要請：傍聴される方は当日 13：20 頃 1 階ロビー集合
【総務部取材】

一世帯につき一枚お取りください

両面ご覧下さい

