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ふるさと富勢

第 29 回「利根川クリーン」作戦のお知らせ

検索👆

(スマホにも対応)

子供向け将棋教室・未来塾

開催のご案内

於 北柏ふるさと会館
将棋を中心に広い範囲の学習塾です。

毎年恒例の利根川クリーン作戦の時期がやってまいり
ました。利根川堤防のゴミ拾いで地元富勢をきれいに致し
ましょう。町会・自治会・子供会の皆様御誘い合わせの上、
多数のご参加お待ちしています。
実施日時：11 月 12 日（日）
（雨天中止）
8：50～10：30 頃まで
詳細は各町会・自治会長宛にお知らせ済です。
【環境部】

日時：平成 29 年 12 月 3 日～毎週日曜日 10:00～12:00
対象：5 歳(程度)～小学生(父母同伴 OK)
講師：山上 嘉夫 日本将棋連盟 3 段の免状
申込：11 月 20 日(月)迄 問合せ 北柏町会ふるさと会館
電話：7157-3366(火木土 午前のみ) 【寄稿 北柏町会】

富勢地区自主防災訓練

高射砲第二連隊・訓練棟

地域の防災意識の普及・啓蒙を図るため、富勢地域全
域を対象とした防災訓練を行います。是非多くの方に、イ
ザという時に役立つよう、いろいろな貴重な訓練を体験し
ていただきます。
日時：11 月 19 日(日) 9:00～12：00 (雨天中止)
会場：柏市消防訓練センター(西部消防署富勢分署)
内容：避難・消火・通報・応急救護（AED）
・炊出し・
仮設トイレ組立などの訓練、起震車と放水の体験
詳細は町会・自治会長宛にお知らせ済です。
【富勢地区自主防災防犯会 防災防犯部】

八朔相撲大会

富勢西小が団体優勝！

雨天順延となった 10 月 8 日（日）は好天に恵まれ、伝
統の八朔相撲大会が盛大に開催されました。朝日山親方
(元琴錦)はじめ、力士の参加で子供たちは大いに盛り上が
りました！
団体戦は富勢西小学校が優勝しました。
個人成績は以下の通りです。
学年

優勝男子

優勝女子

準優勝男子

準優勝女子

1年

岩屋ヶ野響

畠山歩未

田近愛豊

増川葵心

2年

木原颯斗

黒木栞

奥山蒼介

松本小暖

3年

關口耀太

野田愛子

滝口大翔

東川芽衣

4年

床井 晴

久木美七海

飯島 歩

古賀天音

5年

田中一斗

細谷ひまわり

佐藤由絃

東川優衣

6年

井口絢翔

渡辺陽香

神戸俐星

畠山夢叶

Ⅲ

12 月 2 日(土) 10：00～15：00 雨天決行
高野台会館隣 入場無料
「我が家に残る戦争遺品」コーナーを設置します。家庭 に
残る戦争遺品を当日会館へお持ちください。
問合せ：高野台会館(平日 10:00~16:00)☎ 7199-8741
柏歴史クラブ事務局
☎ 090-6301-7417
【寄稿 高野台町会】

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】

11 月 1 日(水)12:00～15:00
★13:00～落語
12 月 6 日(水) 12:00～15:00
★13:00～ギター演奏
珈琲・紅茶・昆布茶

利根川クリーン作戦
【環境部】
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】
自主防災訓練
【地区自主防災防犯会】

はちの子
おしゃべり広場

かるがも

八朔相撲大会については、ホームページ(ふるさと富勢
で検索)にも掲載しています。 【八朔相撲実行委員会】

産後ママ・子育てママのからだケア講座

特別公開

おしゃべり広場

ふ

せ
おしゃべり広場

各 100 円

11 月 12 日(日) 8:50～
上記参照
11 月 9 日(木) 10:00～11:30
布施近隣センター
11 月 17 日(金) 17:00～
布施近隣センター料理実習室
11 月 18 日(土) 19:00～
布施近隣センター和室
11 月 19 日（日）9：00～
上記参照
11 月 14 日(火) 10:00～11:30
12 月 12 日(火)クリスマス会
富勢西小学校
11 月 16 日(木)12 月 21 日(木)
10:00～11:30
わらび（北柏駅前保育園）
11 月 17 日(金) 10:00～11:30
12 月 15 日(金) クリスマス会
富勢東小学校

日時：平成 29 年 11 月 21 日（火）10：00.～11：30
場所：柏市根戸近隣センター体育館横（会議室 D）
母と子のつどい
11 月 7 日(火) 12 月 5 日(火)
講師：塩野 里美さん（理学療法士）
かるがも
10:00～11:30
詳細は 10 月号に掲載しています。
【柏市保健所
根戸近隣センター
※個人相談も受付けますので、この機会に是非、いら
地域健康づくり課】
して下さい。
【柏市民健康づくり推進員】
【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

布施区香取神社「新装改築」成る！
布施の鎮守様として、区民
に古くから親しまれ信仰を集
めてきた香取神社（所在地
古谷町会善照寺隣）の大改
修工事が完了しました。
御祭神は「経津主神(ふつ
ぬしのかみ)」で勝利・武技・
五穀豊穣がご利益とされています。
本殿側面の彫刻は江戸後期の名工、石川三之助信光の
作で、中国の歴史小説「水滸伝」を題材にした貴重なもの
です。歴史をしのび新装なった由緒ある神社にご参詣され
てはいかがでしょうか。
【寄稿 布施連合町会】

花鉢配布

11 月 25 日(土)

富勢中学校の生徒が大切に育ててくれ
たビオラの花を対象高齢者の皆さんに、
お配りしますので楽しみにお待ちください。
【福祉事業部・民生児童委員】

「地域ギャラリー」が３月にオープン！
～手作り地域ギャラリー大作戦！～
地域の人が集まる，交流する「地域ギャラリー」を近隣セン
ターロビーに手作りします。それに併せて、展示や企画の
アイディアを募集しています。更に、一緒にギャラリーを企
画運営したい方，手作りのお手伝いをしてくださる方も募集
中です！ご興味のある方は，作戦会議に参加しませんか？
★第１回作戦会議日程★
・日時：11/29（水） 10：00～12：00 当日直接
・場所：布施近隣センターロビー
問合せ 7132-3100(土日除く) 布施近隣センター 【寄稿】

とん汁で新たな繋がりを
～あなたの居場所になりたい～
“今”必要とされている活動を模索していた当ふるさと協議
会では、H28.1 からはらぺこさんを開店。毎月第 3 金曜日
17 時から近隣センターで、15 名程度のボランティアによる
食事準備・話し相手・見送りなどの活動を続けています。
これは地域の子育て支援の一環として「子どもの居場所
作り」を目指すもの。食事が主目的ではなく、多忙な保護者
の手の届かない部分として、地域で子どもと大人の信頼関
係を作ろう、食事を通して地域社会の暖かさを知ってもらお
う、というものです。
基本メニューは、子供達が自分で握る「おむすび」と定番
の「とん汁」。地域の方のご好意で届く季節の食材が旬を教
えてくれることもあります。子供たちはボランティアと交流し
ながら時間を過ごし、食器の片付けも自分でしています。
夏休みには「やろうぜ宿題」「マグネット工作」などの企画
も併せて実施、好評でした。
“はらぺこさん”は、地域の多世代が集える居場所として発
展していくことを目指しています。あなたもボランティアに参
加して、子ども達との時間を過ごしませんか。食材を、ご寄
付いただいた方々には、紙面を借りて御礼申し上げます。
【福祉事業部】

図書館だより
1
2
3
4
5
6
7

布施分館 ７１３２－３１９３
根戸分館 ７１３１－６０５３

☆予約の多いベスト７
蜜蜂と遠雷
九十歳。何がめでたい
わたしを離さないで
マスカレード・ナイト
アキラとあきら(徳間文庫)
この世の春 上
この世の春 下

遊戯室だより

恩田 陸
佐藤 愛子
カズオ イシグロ
東野 圭吾
池井戸 潤
宮部 みゆき
宮部 みゆき

電話 ７１３５－３９６０

☆0 才のじかん
11 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：親子での交流し、おともだちを作りませ
んか？
☆なかよし広場
11 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：親子で交流します。手遊びや体操なども行
います。
★マジックショー
11 月 25 日(土) 10:00～11:30
対象:幼児～18 歳 先着 50 人
（未就学児は保護者同伴）
内容：2 人のマジシャンによるワクワク、ドキドキ
の素敵なマジックです。簡単なマジックの
体験もあります。
申込：11/2（木） 13:30～ 電話で
★クリスマス会
12 月 14 日(木) 10:30～11:30
対象：乳幼児と保護者 先着 15 組
内容：簡単な工作、歌、パネルシアターなどでク
リスマスの雰囲気を楽しみます。
申込：11/16（木） 13:30～ 電話で
☆印→予約無し
★印→予約有り 詳細と申込方法は「広報かしわ」
11/1,11/15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)
11 月 18 日(土) 15:00～ 遊戯室
・根戸近隣センター(根戸分館)
11 月 10 日(金) 12 月 1 日(金) 10:30～ 和室
11 月 18 日(土) 10:30～ 会議室Ｂ
当日会場にお越しください。

一世帯につき一枚お取りください

両面ご覧下さい

