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平成 29 年 10 月（第 257 号）
三世代ふれあい体育祭

残念ながら中止に…

１０月２２日(日)が衆議院議員および柏市長両選挙の
投票日になりました。ふれあい体育祭の会場の富勢小
学校が投票所になることもあり、体育祭は中止にしまし
た。
【三世代ふれあい体育祭実行委員会】

ふるさと富勢

検索👆

(スマホにも対応)

富勢地域健康講座
産後ママ・子育てママのからだケア

子育てに忙しい毎日。時間がなく産後のケアも
なかなかできず、膝や腰など不
調を感じているママも多いよ
うです。
なんだか不自然、
忙しい育児をがんばるママの
柏市長 ９月市議会の答弁
為にも産後のからだのケアに
9 月の柏市議会において、多くの議員が市立柏病院
ついて聞いてみましょう！
早期建替えへの決断を求めたのに対し、市長は答申の
講 師 ：理学療法士 塩野里美さん
中に示された 2 条件（病床利用率の向上と小児医療体
日 時 ：平成 29 年 11 月 21 日（火）
制確立の目途）を先ずはクリアした上で判断していく、
10：00～11：30
これらがクリアされない場合には、建替えそのものが
場 所 ：柏市根戸近隣センター体育館横
無くなる可能性にも言及されました。病院の老朽化ゆ
会議室 D
えに、「建替え」が審議・検討されてきたのであり、
費 用 ：無料
建替えることによって経営基盤強化を図っていくと
申し込み：不要 （当日直接お越し下さい）
されていたことが、どうやらその順序が逆転してしま
持ち物 ：バスタオル（赤ちゃん用）、抱っこベルト
った感があります。「答申」の基調は飽くまでも「早
動きやすい服装
期建替え」であり、「附帯意見」では、建替え場所が
問合せ ：柏市民健康づくり推進員
「現在地」と明記されてもいます。それ故、今回の「答
木村 ☎04-7132-9160
申」と「2 条件」との間には、明らかに大きな矛盾や
飯田 ☎04-7131-6282
不自然さがあるものと、私たちは思っています。市長
※駐車場に限りがありますので、乗り合わせてお越し
は、この度の 9 月議会施政方針の場で、次期市長選出
下さい。
馬への意思表明をされました。これまで公式の場で市
【主催：富勢地域柏市民づくり推進員】
長は、何回となくこの建替え問題を、「喫緊の課題」
【共催：柏市保健所地域健康づくり課】
としてきました。
ならば 2 条件は努力目標と受け止め、
1 日も早く建替えの決断をすべきです。喫緊の課題で
ありながら、なおその決断ができないとすれば、そこ
にも私たちは、何か不自然さと疑問を感じます。皆さ
10 月 4 日(水) 12:00～15:00
んも、もう一度真剣に考えてみて下さい。
【総務部取材】 サロン ド とみせ
布施近隣センター ★13:00～オカリナ演奏
ロビー 11 月 1 日(水) 12:00～15:00
富勢地域文化祭
【ふるさと協議会】 ✭13:00～落語
どなたでも観覧自由です。どうぞお越しください。
珈琲(ホット・アイス)・紅茶・
開催日時にご注意ください。
昆布茶 各 100 円
音楽発表会
富勢西小体育館
移動交番
10 月 12 日(木) 10:00～11:30
【柏警察署】
布施近隣センター
１0 月 21 日(土) 13：00～15：30
はらぺこさん
10 月 20 日(金) 17:00～
文化展
布施近隣センター ロビー・会議室
【福祉事業部】 布施近隣センター料理実習室
10 月 28 日(土)～29(日) 9：00～17：00
柏おどり練習
10 月 21 日(土) 19:00～
（29 日は 16:00 で終了）
【体育部】
布施近隣センター和室
囲碁将棋大会
布施近隣センター和室
第
23
回八朔相撲大会
10
月
7 日(土) 9：00～15：00
10 月 28 日(土) 9：00～15：00
【実行委員会】
あけぼの山農業公園
陶芸体験 布施近隣センターロビー(当日受付可)
三世代
ふれあい
体育祭
本年度は中止になります
10 月 29 日(日) 13：00～16：00
【実行委員会】
芸能大会
布施近隣センター和室
富勢地域文化祭
10 月 21 日(土)～11 月 5 日(日)
11 月 5 日(日) 10：00～15：00 【文化部】
【文化部】
左記参照

富勢の行事

一世帯につき一枚お取りください

両面ご覧下さい

南龍寺

お十夜「竪琴(たてごと)寄席」

弾き語りハープと落語のコラボレーション、新しい
試みの寄席です。是非、お出かけ下さい。
出演：矢野あけみ 焼酎亭ライム
演出：年清 ゆか
日時：11 月 5 日(日) 13：00 より 入場無料
(30 分前開場)
会場：南龍寺 (駐車場少ないので、乗り合わせか
徒歩・自転車でお越しください)
【寄稿 南龍寺】

北柏町会ふるさと会館
Smile Go 無料体験募集
誰でもカンタン転倒予防・認知症予防に特化した健
康教室「Smile Go(スマイル ゴー)」を開催中です。
まずは無料体験を。電話で予約して下さい。
NPO 法人スマイルクラブ
黒田 090-6810-5338(月～金 10 時～18 時)
【寄稿 北柏町会】
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
市営北柏 D 棟集会所

10 月 11・25 日(水)
11 月 8・22 日(水)
12：00～15：00
サロン さんげつ
10 月 16 日(月)
北柏町会 ふるさと会館
11 月 20 日(月)
13：00～15：00
ぼっくい
布施新町
10 月 16 日(月)
三富医院 3 階会議室
11 月 20 日(月)
10：00～12：00
10 月 19 日(木)
三木の会
11 月 16 日(木）
ウィンザーハイム北柏
10：00～12：00
集会室
一休
10 月 2 日・16 日(月)
前原町会会館
11 月 6 日・20(月)
12：30～15：30
森のサロン・きらら
10 月 3・17 日(火)
歩論館 （北柏 2 丁目） 11 月 7・21 日(火)
12：00～15：00
ワンデー カフェ
10 月 12・26 日(木）
コープ野村集会所
11 月 9・23 日(木)
10：00～12：00
10 月 3・13・17・27 日
布施新町ものがたり広場
11 月 7・10・21・24 日
ものがたり訪問看護
ステーションかしわ
10:00～15:00
訂正：８月号の布施新町ものがたり広場
介護⇒看護の間違いでした。
訂正してお詫び致します。

青少協 2017 サマースクール(8/27)
今年はニッポンの伝統文化にふれる旅がテーマ。八朔相
撲でおなじみの式秀部屋の朝稽古見学と結城紬の機織りと
あい染体験をしてきました。
大型観光バスで富勢西小を出発し
茨城県竜ケ崎市の式秀部屋へ。緊
張感に圧倒され、バスの中では盛り
上がっていた参加者も、思わず姿勢
を正す。「ひとりで何人も相手に取り
組みを続ける姿にびっくり」し、「体が
ぶつかる音や激しい息づかい」が迫
力満点。
ランチは森の中のバーベキューを楽しみ、「かぼちゃとピ
ーマンがおいしかった」と新鮮野菜に感激。そのあと結城市
で、結城紬の機織りとあい染体験を班ごとに体験しました。
「あい染めは、においがきつかったけど思い通りに染められ
た」人もいれば、「こんなのになってしまった」という人も。「機
織りが楽しかった」と世界文化遺産の結城紬のおみやげもで
きました。さまざまな体験ができたスクールでした。
【青少年健全育成推進協議会】

図書館だより

布施分館 ７１３２－３１９３
根戸分館 ７１３１－６０５３

新着図書の紹介
1 眼球堂の殺人
2 人間の居場所
3 深読み！ギリシャ星座神話
4 オードリーat Home
5 非常出口の音楽

遊戯室だより

周木 律
田原 牧
浅田 英夫
ルカ・ドッティ
古川日出夫

電話 ７１３５－３９６０

☆0 才のじかん
10 月 11 日(水)・25 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、情報交換などを楽しみます。
手あそび、体操の時間もあります
☆なかよし広場
10 月 17 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、子ども同志遊びを通じてふ
れ合います。手あそび、体操もあります
✭「ハロウィンごっこ！」
10 月 26 日(木) 10:30～11：30
対象：乳幼児と保護者 先着 15 組
簡単な工作や歌などで、ハロウィンの雰囲気を
楽しみます。
☆印→予約なし。
✭印→予約有り 広報「かしわ」10/1 号で確認を。
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)
10 月はお休み
・根戸近隣センター(根戸分館)
10 月 6 日(金) 11 月 10 日(金) 10:30～和室
10 月 21 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

