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あけましておめでとう 

ございます 
本年もよろしくお願い致します 

 富勢地域ふるさと協議会会長 

後藤 敏 
協議会活動の要である、各部長から新年の抱負を語っ

て頂きました。           【総務部】 

総務部長    福祉事業部長   防災防犯部長 
 

 

 

 

 

・総務部長 秋山 宏夫 

  今年は酉年、元気にはばたく 84歳、私の年です。

昨年以上の協力をよろしくお願い申しあげます。 

・福祉事業部長 高橋 芳正 

  住民福祉の向上に向けて、各町会や他の組織・団

体などと手を携えて活動していきます。 

・防災防犯部長 村山 桂三 

  今年も地域の防災と防犯の更なる効率的・効果的

な向上を目ざして部員一同頑張ります。 

文化部長   体育部長長    環境部長 
 
 
 

 

 

・文化部長 増野 晴康 

  文化活動(歌、踊り、書道、手芸、囲碁等)を通じ

て、地域交流を深め、明るい町づくりに努めます 

・体育部長 坂巻 勝 

  体育部のモットーは、地域の皆様を笑顔にしたい、

いつまでも元気で！です。富勢ウオークを 3月に

予定しています。お楽しみに！ 

・環境部長 高北 博光 

  今年もメイン活動の「ごみゼロ運動」「利根川ク

リーン作戦」に、ご協力お願い致します。 

 

 

 

救命講習会 開催されます 

 富勢地区自主防災防犯会事業の一環として、救命講

習会を実施致します。本講習会は消防署員から、自動

体外式除細動器(ＡＥＤ)の使用方法などを学びます。

各町会・自治会より2名以内の参加を予定しています。 
日時：1 月 22 日(日)9:00～12:00  受付 8:30～ 
会場：布施近隣センター和室 
受講内容：心肺蘇生法・ＡＥＤの使用方法 

申込：町会・自治会に通知済みです。お問合せ下さい 
当日参加される方は、動きやすい服装で来場下さい。

修了証を、すでにお持ちの方はご持参下さい。 
【防災防犯部・富勢地区自主防災防犯会】 
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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】 

1 月 11 日(水) 12:00～15:00 
★13:00～詩吟・舞い・落語 
2 月 1 日(水) 12:00～15:00 
★13:00～マジックショー 
珈琲・紅茶・昆布茶 100 円 

移動交番 
【柏警察署】 

1 月 12 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】 

1 月 20 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】 

1 月 21 日(土)19:00～ 
布施近隣センター和室 

子育てサロン 
はちのこ 

おしゃべり広場 
 

かるがも 
おしゃべり広場 

 
ふ せ  

おしゃべり広場 
 

【福祉事業部】 
 

母と子のつどい 
かるがも 

【柏市保健所 
地域健康づくり課】 

 
1 月    お休み 
2 月 14 日(火)10：00～11：30 

富勢西小学校 
1 月 19 日(木) 10：00～11：30 
2 月 16 日(木) 10：00～11：30 
わらび（北柏駅前保育園） 

1 月 20 日(金) 10：00～11：30 
2 月 17 日(金) 10：00～11：30 

富勢東小学校 
 
 

1 月 10 日(火) 10：00～11：30 
2 月 7 日(火) 10：00～11：30 

根戸近隣センター 
救命講習会 
【自主防災防犯会】 

1 月 22 日(日） 
上記記事参照 
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移転候補地の購入はしない！ 

審議会冒頭で医療公社理事が明言 

－柏市立病院建替え問題－ 

昨年 12 月 20 日(火)市役所において、柏市健康福祉審

議会・第5回専門分科会が開催され、過去最高の45名を

超える傍聴者がありました。 
分科会の雰囲気も、移転候補地（柏の葉・県有地）に関

しては、今後、柏市がこれを「公共用地として購入すること

はない」と、医療公社理事が明言したことから、これまでと

は大きく変わってきた感があります。私たちはこの発言に

よって、移転の選択肢はもはや完全に失われたものと考

えます。このような状況の変化は、何と言っても多くの地域

住民の粘り強い運動があったからこそのことです。 
とは言え、現地建替えが確定した訳ではありません。審

議会に決定権はなく、決定するのはあくまで市長です。市

長がどこまで審議会の意見を取り入れるのか不透明であ

ることに変わりはありません。現地建替えが文字通り正式

に機関決定されるその日まで、私たちはこの運動をより一

層力強く進めていく決意です。引き続きのご支援・ご協力

をなにとぞ宜しくお願い致します。     【総務部取材】 

富勢地区自主防災訓練実施される 
11 月 27 日(日) 柏市消防訓練センター(西部消防

署富勢分署)において、各町会・自治会をはじめ、今年

は富勢中学校生徒、柏警察署も加わり、総勢 425 名と

過去最高の参加人数で訓練を行いました。防犯関連備

品の展示もあり関心を呼びました。 【防災防犯部】 

 
「みのり会」です！ 
近隣センターで手作りされたお弁当の配達ボランテ

ィアを至急募集しています。(自家用車持込み可能な方) 
月１回 第２火曜日 10：30～12：30 ごろまで 

連絡先：小曽根 ☎7139－ 
子どもの居場所 「はらぺこさん」です！ 
毎回 20名以上の子ども達が、夕方 5時から集まり、

楽しくお食事をしています。 
お手伝い下さる方、至急募集しています。 

・子ども達とお話しをしたり、遊んだり、おにぎりを握って

くれる方（17：00～）、 

・帰りの送りをしてくれる方（18：00～） 
月 1 回 第 3 金曜日 17：00～19：00 ごろまで 

連絡先：受川 ☎080－3094－ 
布施 ☎090－7402－ 

【福祉事業部】 

今年も“あわんとり” 行われます 

日時：1 月 15 日（日） 15:00 点火予定 
場所：布施弁天裏トマトハウス横 
正月飾りや古いお札など焚き上げます。どうぞお持

ち下さい。    【消防団第 1 方面隊第 6,7,8 分団】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図書館だより  布施分館 ７１３２－３１９３ 

 根戸分館 ７１３１－６０５３ 

根戸分館 蔵書点検のお知らせ 
1 月 30 日(月)～2 月 6 日(月)です。 
点検日は休館となります 
点検期間中の返却本は図書館入口の返却ポストに
入れて下さい 

遊戯室だより  電話 ７１３５－３９６０ 
☆0 才のじかん 

1 月 11 日(水)・25 日(水)  10:00～11:45 
対象：0 歳児と保護者 (当日直接) 
内容：子ともをあそばせながら親子でお友達を

つくりませんか？  
☆なかよし広場 

1 月 17 日(火)  10:00～11:45 
対象：0～3 歳児と保護者 (当日直接) 
内容：親子の交流、情報交換の場です。 

手遊び、体操もあります。  
★みんなでおにたいじ！ 

1 月 27 日(金)  10:30～11:30 
対象:乳幼児と保護者 先着 15 組 
内容：おにのお面作り、歌、絵本などで節分を楽

しみます。  
申込：1/17（火） 13:30～ 電話で 

★おやつを作ろう！チョコブラウニー 
2 月 4 日(土)  9:45～12:00 
対象：小学生以上 先着 15 人 
内容：バレンタインスイーツをみんなで作って食

べます。  
申込：1/17（火） 14:00～ 電話で 
参加費：150 円 

遊戯室の 2 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)  

1 月 21 日(土) 15:00～ 遊戯室 
・根戸近隣センター(根戸分館) 

1 月 6 日(金) 2 月 3 日(金) 10:30～ 和室 
1 月 21 日(土)  10:30～ 会議室Ｂ 
当日会場にお越しください。 

☆印→予約無し 
★印→予約有り 詳細と申込方法は「広報かしわ」 

1/15 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 
 

スタッフ急募!! 
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富勢の行事 
 

 
 
 
 
 

「花鉢配布」を終えて 

昨年 11月 26 日(土）、富勢中学校のボランティアの

生徒さん(103 名)と民生・児童委員が、高齢者の皆さ

ん（70 歳以上の一人暮らしの方、83 歳以上の方）に

「ビオラの花鉢」（1,140鉢）をお配りしました。  

苗の移植の段階から肥料、水やりや花摘みと、かかわ

った分、思いを込めてお配りすることができたと、参

加した生徒さん達の感想文を読んで感じました。 

中学校には、花鉢を受け取っ

た多くの方からお礼の電話が

あり、世代間交流を感じて心

が暖かくなりました。  

新年を迎えてからも、お花が

沢山咲いた様子等をお聞きす

ることもあり、ボランティア

の生徒さんにも伝えてあげた

いと思いました。        【福祉事業部】 

いざという時のＡＥＤ操作のために 

1 月 22 日布施近隣センター和室において、毎年恒

例の普通救命講習会が開催されました。 
30 名の受講生が、消防署

員の指導の下に熱心に訓

練を受けていました。 
ＡＥＤ(自動体外式除細

動器)は、心停止状態の心臓

に対して、電気ショックを

行い、心臓を正常なリズム

に戻すための機器で、1 分

1 秒を争う緊急状態の時にあわてずに操作できなけれ

ばなりません。何度も講習を受けて、自然に体が動い

て操作できるようにしておくことが必要と思われま

す。              【防災防犯部】 

 

3月末には 新春・富勢ウォークに 

今年の体育部主催のウォーキングは、花野井方面で、

吉田邸・香取神社などを検討中です。 
開催日は 3月 25 日（土）高野台児童公園に 9:00集合、

9:30 出発です。終点は布施近隣センターになり、完歩

賞と美味しい“おしるこ”をいただいて、解散になり

ます。詳細は、次号に掲載します。どうぞご期待下さ

い。         【体育部】 
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 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】 

2 月 1 日(水)) 
12:00～15:00 

★13:00～マジックショー 
3 月 1 日(水)  

12:00～15:00 
珈琲・紅茶・昆布茶 100 円 

移動交番 
【柏警察署】 

2 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】 

2 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】 
2 月 18 日(土)19:00～ 

布施近隣センター和室 
 
 
 
 

富勢地区ふれあいサロン 
もみのき  

市営北柏 D 棟集会所 

2 月 8・22 日 3 月 8・22 日 
各水曜日 

12：00～15：00 
サロン さんげつ 

北柏町会 ふるさと会館 

2 月 20 日(月) 3 月 20 日(月) 
13：00～15：00 

ぼっくい    布施新町  

三富医院 3 階会議室  

2 月 20 日(月) 
3/20(祝日)の営業は 2/20 以降

に決定  10：00～12：00 
三木の会 

ウィンサ゛ーハイム北柏 

集会室  

2 月 16 日(木)3 月 16 日(木) 
10：00～12：00 

一休  

前原会館 

2 月 6・20 日 3 月 6 日 
各月曜日 (3/20 祝日は休み) 

12：30～15：30 
森のサロン・きらら 

歩論館 （北柏 2 丁目） 

2 月 7・21 日 3 月 7・21 日 
各火曜日 

12：00～15：00 
ワンデー カフェ 

コープ野村集会所 

2 月 9・23 日 3 月 9・23 日 
各木曜日 

10：00～12：00 
“ふれあいサロン”と“ 子育てサロン”を交互に掲載します 

http://www7a.biglobe.ne.jp/~furusatotomise/�
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もう「現地建替え」しかありません！ 
― 審議の内容や進め方は、市民に分かり易く ー 

前月号でもお伝えしたとおり、市長が市立柏病

院の移転先とした柏の葉中央地区・県有地は、今

後、柏市としては購入しないこととなりました。

ならば「病院の在り方」を審議する専門分科会は、

直ちに現在地を前提にした論議・検討に向かうべ

きと考えます。 
平成 24 年度の「中期構想」から始まって今日

に到る間、当該問題に費やされた時間、労力、そ

して費用がどれほどのものであったか。現在地を

含む 14 ヶ所の候補地が、4 ヶ所に絞られ、最終

的にはそれが「現地」と「柏の葉中央地区」に限

定された上で、市長は一旦移転への意思表明をさ

れました。その移転先の土地を購入しなくなった

以上、また、市長自らが再三にわたって公言され

てきたように、病棟の老朽化による建替えが喫緊

の課題であるからには、普通の市民感覚で言えば、

速やかに現地での建替えを前提に、より具体的な

審議に入らねばなりません。もし、それができな

いのであれば、その理由を明らかにすべきです。 
専門分科会の場は、全ての市民に公開されてい

るものです。市民の誰にとっても、審議内容やそ

の進め方は可能な限り分かりやすいものでなけ

ればなりません。私たちは、こうした点を審議会

のメンバーに強く訴えていきたいと思います。次

回、第 6 回・専門分科会は、2 月 20 日（月）14：
00～ ウェルネス柏の 4 階会議室で開催されます。

多くの方の、傍聴を期待しています。 
【総務部取材】 

 

 

 

★ひなまつり 
3 月 1 日(水)  10:30～11:30 
対象:乳幼児と保護者 15 組 
内容：ひなまつりの簡単な 

工作や歌を楽しみます。 
受付：2 月 2 日(木) 13：30～ 電話で 
男のお子さんも大歓迎！ 
ぜひ、ご参加下さいね。 

【布施遊戯室】 

 

 

 

民生委員児童委員の役員について 

会長  山口 正美 布施新町 4－6－ 
副会長 山川 紘  根戸 410－ 
副会長 村越 泰子 布施 1074－ 
任期:H28.12.1～H29.11.30 

上記のとおり、富勢地区民生委員児童委員協議会よ

り、報告がありました。       【総務部】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

布施分館 新着図書の紹介 
・温泉と地球科学 日本温泉科学会 
・大腸を切った人のための食事 

金光 幸秀監修 
・「裏窓」殺人事件 今邑 彩 
・新入社員船木徹 江波戸 哲夫 
・壁の男 貫井 徳郎 

遊戯室だより  電話 ７１３５－３９６０ 

★おやつを作ろう！チョコブラウニー 
2 月 4 日(土)  9:45～12:00 
対象：小学生以上 15 人 参加費 150 円 
内容：バレンタインスイーツをみんなで作って

食べます。 
☆0 才のじかん 

2 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：親子の交流の場です。  

☆なかよし広場 
2 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、情報交換の場です。 

親子ふれあい体操などもあります。 
★ひなまつり 

左記の記事を参照して下さい。 

遊戯室の 3 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)  

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

2 月 3 日(金) 3 月 3 日(金) 10:30～ 和室 
2 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」 

1/15 号・2/1 号で確認をして下さい。 
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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】 
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 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 
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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 

4 月 12・26 日(水) 
5 月 10・24 日(水) 

12：00～15：00 
サロン さんげつ 

北柏町会 ふるさと会館 

4 月 17 日(月)5 月 15 日(月) 
13：00～15：00 

ぼっくい    布施新町  

三富医院 3 階会議室  

4月 17日(月)5月 15日((月)) 
10：00～12：00 

三木の会 

ウィンザーハイム北柏 

集会室  

4 月 20 日(木)5 月 18 日(木） 
10：00～12：00 

一休  

前原会館 

4 月 3 日・17 日((月) 
5 月 1・15 日(月) 

12：30～15：30 
森のサロン・きらら 

歩論館 （北柏 2 丁目） 

4 月 4・18 日(火) 
5 月 2・16(火) 

12：00～15：00 
ワンデー カフェ 

コープ野村集会所 

4 月 13・27 日(木) 
5 月 11・25 日(木) 

10：00～12：00 
 

 
 
 
 
 
 

平成２９年度が始動 

３月２５日の富勢ウォークを最後に、平成２８年度

の行事が終了致しました。各町会・自治会並びに地域

の皆さまに支えられ、すべての行事が滞りなく終了で

きましたことに、厚く感謝の意を申し上げます。 

平成２９年度の活動計画は、総会の議決を受けてか

らということになりますが、その総会は、５月２８日

(日)に開催を予定しております。これは、各町会・自

治会の定期総会が開催され、それぞれの新役員の確定

を待って行うためのものです。 

その間の活動は事後承認となりますが、この一年も

例年同様の活動を継続していくことにしております。

ただ、役員・委員の高齢化に伴う交代要員不足や、八

朔相撲大会基金の取り崩しなど一抹の不安を抱えて

の船出になります。地域の皆さま多くのご支援をお願

い申し上げます。       【総務部】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

富勢ウォーク 旧吉田家住宅にて説明を聞く 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪お知らせ≫ 
おしゃべり広場ふせ（富勢東小学校） 
日程変更：４月２１日(金）→４月２８日（金） 

遊びに来てください！ 
 

 

市立病院建替え問題 

「（仮）現地建替えプラン」の 

（仮）は取るべしという意見が大半！ 
 先月号でお知らせした通り、去る 3 月 23 日第 7 回専

門分科会が開催され、傍聴者は 40 人、この問題への関

心が相変わらず高いことが充分に見て取れました。 
 本分科会・事務局側からは、建替え場所が確定されな

いままに市立柏病院の在り方を論議することなど無意

味・不可能、とされた前回分科会における意見に沿って

（「仮に」と断りながら）、現地建替えを前提に新たなプ

ラン（前回提示プランの修正版）が、様々な資料と共に

示されました。しかしながら、移転先がなくなってしま

った今に到って尚、「仮に」といった注釈付きのプラン

が出てくること自体、やはり不自然すぎます。本分科会

に残された審議時間・課題の大きさからしても、次回第

8 回・専門分科会に向けては、この「場所」問題の整理

を当分科会・会長並びに副会長に委ねた上で、第 8 回以

降の審議をより有効なものとしていきたいとの意見が

出され、本分科会としてこれが了承されました。 
(次回分科会 5 月 30 日(火)14:00～ 市役所 5 階) 

 これまでの審議では、地域バランス上、現地から病院

をなくすわけにはいかないとの認識は、分科会内部にほ

ぼ浸透したものと思われます。これも富勢や、近隣住民

の現地建替えへの強い思いがあったればこその結果だ

と考えます。残された期間の中で市立柏病院が、病棟建

替えを機に当該地域のみならず市民全体にとっても、よ

り一層存在意義ある病院となるよう真剣な審議がなさ

れていくことを期待したいと思います。 【総務部取材】 
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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】 

4 月 5 日(水) 12:00～15:00 
珈琲・紅茶・昆布茶 100 円 
5 月 3 日(水)12:00～15:00 
★13:00～検討中 

移動交番 
【柏警察署】 

4 月 13 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】 

4 月 21 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】 

4 月 15 日(土)19:00～ 
布施近隣センター和室 

 

富勢の行事 
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「地区懇談会」に参加して 

2 月 25 日（土）布施近隣センターにおいて懇談会が

開かれました。 
参加者： 
・富勢地域の 

各町会・自治会関係者 
・ふるさと協議会役員・委員 
・柏市高齢者支援課 
・柏市社会福祉協議会地域支援課 
・北柏地域包括支援センター 
・東京大学高齢社会総合研究機構  計７０名 
テーマ：「住民同士が支え合う場づくり」 
柏市高齢者支援課、市社協支え合い推進員の講演と各

町会の取り組み事例の紹介がありました。その後、地

域で自分とみんなでできること、やりたいこと、必要

なものについて７つのグループに分かれて話し合い

をしました。 
多く出された意見は、 
① 住民のニーズを把握し、支え合い活動のためにパ

トロール、サロン、体操等で住民が集える場所を

活用し、情報を共有する。 
② 行政には、路線バスの拡充や、支えあい活動に対

して、支援を拡充（保険等）して欲しい。 
といった声を聞くことができました。 
行政には、今後ともなお一層福祉施策拡充に努めて貰

うと共に、地域住民としては、支え合いの場づくりに

向けた具体的な活動に取り組んでいくことを確認し

あい、「地区懇談会」を終了しました。 
                 【福祉事業部】 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

歌い続けて 40年 総仕上げの演奏会 

布施近隣センターができる以前から、富勢小学校の

文化活動の一環で、女声合唱とみせコーラスが発足し

ました。(現コールマイン) 
その時の指導者坪井フミ子先生（元布施新町在住）

の指導の下で、変わらず合唱し続けているメンバーは

24 名中 15 名もいます。これは大変な記録的な事では

ないでしょうか？こんな私達は当然今、高齢者の仲間 
になっています。それにも負けず、この度柏市民文化

会館の大ホールで 40周年記念演奏会を5月 21日に開

催します。プログラムは童謡・唱歌・合唱の名曲の数

々を女声合唱だけでなく、混声合唱・男声合唱（コー

ルマイン男声）とバラエティーに富んだ構成になって

います。メインはフォーレのレクイエムを、客演指揮

者、英国のスティーブン・エレリーを迎え、オーケス

トラ付きで演奏します。まだまだ練習を重ねて良い演

奏を、目指しています。どうぞ皆様のご来場をお願い

申し上げ、お待ちしています。（入場料千円） 
【寄稿】  

合唱サークル「コールマイン」は、毎年、富勢地域

文化祭音楽発表会に積極的に参加し、さらにメンバー

の数名が文化部の委員として、協議会活動を担ってく

れています。             【文化部】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

おはなし会だより 
・布施近隣センター (布施分館)  
４月から、当分の間、お休みになります 

・根戸近隣センター(根戸分館) 
4 月 7 日(金) 5 月 12 日(金) 10:30～ 和室 
4 月 15 日(土)  10:30～ 会議室Ｂ 

当日会場にお越し下さい 

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(布施分館) 
・ライムライト チャプリンの映画世界 

・王様のためのホログラム ディブ・エガーズ 

・密命警部        南 英男 

・シャーロック・ホームズたちの冒険 

             田中 啓文 

・漂泊の楽人       内田 康夫 

遊戯室だより  電話 ７１３５－３９６０ 
☆0 才のじかん 

4 月 12 日(水)・26 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、ふれあい遊びなどありま

す  
☆なかよし広場 スペシャルデー 

4 月 18 日(火)  10:00～11:45 
対象：0～3 歳児と保護者 (直接どうぞ) 
内容：親子で交流したり、こいのぼりの簡単工

作などを行います。 

遊戯室の 5 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 

 

 

☆印→予約無し 
★印→予約有り 詳細と申込方法は「広報かしわ」 
休室日は布施近隣センター休日に同じ 
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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 住んでいる街をきれいに  
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

す。 
【環境部】 

緑は楽しい！カシワの 

 カシニワフェスタ  ２０１７ 
開催日 5月 13日（土）～21日（日） 

カシニワとは各家の庭を綺麗にして開放する。更に空

地を共有できる庭にしたり、里山を皆で再生したり、土

地を借りて野菜を作るなどの制度です。それぞれの行動

が広がり、町全体をガーデン化していくことにより、活

き活きと暮らす健康な街づくりにもつなげていきます。 
布施にも 6 件の登録があり、素敵な庭を公開していま

すのでご紹介します。鑑賞時には、是非声がけをしてか

らの見学をお願いします。 

・後藤さん Café season 9：30～16：30 布施 1465-3 

℡ 7105-5103  

・成嶋さん カントリー・ローズガーデン 

10：00～17：00 布施 2264-2 

・飯田さん バラとクリスマスローズガーデン 

10：00～17：00 布施 2201-4 

・茶屋・花華      10：00～16：00 布施 1738 

℡7134-6323 

・金子さん ハーブの小径♪と自然と共生した小農園 
10：00～15：00 布施 2036-1 

・布施の豊かな自然を整備し憩の場をつくる 通年公開 

布施の自然を守る会 ℡080-2241-7143 布施 1738付近 

ホームページ「カシニワ」で検索できます。 【総務部】 
 

 
 

 

 

みんなで楽しむグランドゴルフ大会 
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】 
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問合せ TEL 7132-3100 
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http://www7a.biglobe.ne.jp/~furusatotomise/ 
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子育てサロン 
はちのこ 

おしゃべり広場 
【福祉事業部】 

5 月 お休み 
6 月 13 日(火)10：00～11：30 

富勢西小学校 
かるがも 

おしゃべり広場 
【福祉事業部】 

5 月 18 日(木)10：00～11：30 
6 月 15 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】 

5 月 19 日(金)10：00～11：30 
6 月 16 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】 

5 月 9 日(火)10：00～11：30 
6 月 6 日(火)10：00～11：30 

根戸近隣センター 

 

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】 

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 

移動交番 5 月 11 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】 

5 月 19 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】 

5 月 20 日(土）19:00～ 
布施近隣センター和室 

当協議会総会 
ゴミゼロ運動【環境部】 
グランドゴルフ大会 

【体育部】 

5 月 28 日(日）13:30～ 
5 月 28 日(日) 8:30～ 
6 月  3 日(土）8:30～ 

上記 記事参照 
 

富勢の行事 
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「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。 

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） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市立病院移転問題

のチラシ駅頭配布 
（新柏駅前にて） 
 
 

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 
 

 

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 ７１３５－３９６０ 
☆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 

 

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 

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 D 棟集会所 

6 月 14・28 日(水) 
7 月 12・26 日(水) 

12：00～15：00 
サロン さんげつ 

北柏町会 ふるさと会館 

6 月 19 日(月)7 月 17 日(月) 
13：00～15：00 

ぼっくい    布施新町  

三富医院 3 階会議室  

6 月 19 日(月)7 月 17 日(月) 
10：00～12：00 

三木の会 

ウィンザーハイム北柏 

集会室  

6 月 15 日(木)7 月 20 日(木） 
10：00～12：00 

一休  

前原会館 

6 月 5・19 日(月) 
7 月 3・17 日(月) 

12：30～15：30 
森のサロン・きらら 

歩論館 （北柏 2 丁目） 

6 月 6・20 日(火) 
7 月 4・18(火) 

12：00～15：00 
ワンデー カフェ 

コープ野村集会所 

6 月 8・22 日(木) 
7 月 13・27 日(木) 

10：00～12：00 
 

 
 
 
 

 

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。 
 協議会役員  （敬称略） 

会長  後藤 敏 
副会長 柳 義勝・長嶺 寛・手塚 建二・涌井 正幸 
会計  宮崎 昭政 
会計監査 伊藤 毅・坂巻 満夫 
事務局長 柳 義勝 事務局 秋山 宏夫・関口 一三 
総務部長  秋山 宏夫 福祉事業部長 山川 紘 
防災防犯部長 村山 桂三 文化部長  増野 晴康 
体育部長  坂巻 勝 環境部長  高北 博光 
福祉事業部事務局長 布施 紘代 
Ａ地区長 寺山  藤原 清  
Ｂ地区長 布施新町  柴田 脩 
Ｃ地区長 宿連寺  岩淵 敬一 
Ｄ地区長 高野台  三上 謙吾 
Ｅ地区長 コープ野村 下田 孝一郎 
Ｆ地区長 北柏台  鈴木 貴 
Ｇ地区長 北柏  鈴木 由広 
行政関連団体代表 民生児童委員  山口 正美 

〃     青少協  坂巻 勝 
〃     老人クラブ  氣田 正夫 
〃     健康づくり推進員 飯田 万里子 

【総務部】 

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】 

 
 

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】 
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富富勢勢のの行行事事  
 

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】 

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 
【柏警察署】 

6 月 8 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】 

6 月 16 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】 

6 月 17 日(土) 19:00～ 
布施近隣センター和室 
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ゆうゆう会 

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】 

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】 

 

 

 

 

 

 

 

 

あけぼの山農業公園で田植え体験 

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】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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】 

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(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！ 

 
 
 
 
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 

☆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 
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富勢ちいき♡いきいきセンター開設 

5 月 30 日より富勢ちいき♡いきいきセ

ンターを布施近隣センターに開設しま

した。このセンターは身近な福祉の相

談窓口です。生活の中で

の悩みごと・困りごと、

ボランティア活動をしてみたい等、お

気軽にご相談下さい。お電話でもお受

けしています。 
また、地域の情報を発信するミニコ

ミ誌「ちいき」の発行や、身近なとこ

ろで助けあえる地域を目指し、支えあ

い活動も推進していきます。 
開設して 1 ヶ月、介護保険に関することや、富勢の

地域情報を知りたいというご相談がありました。今後

も富勢地域の皆様のお役に立てるセンターを目指し、

頑張ってまいります。どうぞよろしくお願い致します。 
開設日：毎週火･水･金 10 時～16 時 
電 話：04-7128-9871 
場 所：布施近隣センター2 階 

担当職員、上から小野･松田･齋藤･佐藤

です。窓口でお待ちしております！ 

【富勢ちいき♡いきいきセンター】 

 “はらぺこさん”夏の学習室 
～やろうぜ！宿題～ 

はらぺこさんの食事前に、にがてな教科・勉強の方法・

夏休みの宿題等をボランティアと一緒にやってみよう！

みんな、勉強道具もって集まれ！  
日時：7 月 21 日(金） 8 月 18 日(金) 
時間：16：00～ （17：00～はらぺこさんです） 
場所：近隣センター会議室 A     【福祉事業部】 

歌声 ふるさと  きたかしわの歌声喫茶！ 
毎月第 4 水曜日に開催しています。是非お立ち寄り

ください！ 
場所：北柏町会 ふるさと会館 
時間：13 時 30 分～ 
参加費：1,000 円 飲物、菓子付  
案内役：有吉かつこ 
問合せ：コサイ ☎ 090－3907－3437 

【寄稿 北柏町会】 

 

 

 

 

 専門分科会、開催はあと 2 回！ 

よりよい病院への答申案を・・・ 
6月21日(水)をもって6月議会が閉会となりました。 
今議会では、市立柏病院建替え問題の一般質疑の場で、

8 人の議員が質疑を行い、その多くは、市長のこれま

での話し合いの受け止めかたに絞られました。市長は、

最重要な現地の問題を横に置き、論じる態度を保持し

ています。市長は 8 月末の最終「答申」の結果で、自

分が決定するとし、病床稼働率と今後の見通しを見極

めたいとの意向をほのめかしましたが、その見極めに

も、建替え場所を始め、具体的な条件を確定すること

が、正確・的確な判断に不可欠です。 
私たちは、残された 2 回の審議会で、現地での建替

えを基盤に市民に役立つ病院を目指した答申案を求め、

皆さんと共に頑張っていきたいと思っています。 
☆今後の分科会の日程 

・第 9 回専門分科会 7 月 25 日(火)14：00～ウェルネス柏 
・第 10 回専門分科会 8 月 30 日(水)14：00～市庁舎 

【総務部取材】 
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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】 

7 月 5 日(水）12:00～15:00 
★13:00～ウクレレ演奏 
8 月 2 日(水) 12:00～15:00 
★13:00～モンゴルの楽器演奏と歌 
珈琲(ホット・アイス)・紅茶・昆布茶 

移動交番 
【柏警察署】 

7 月 13 日(木) 10:00～11:30 
布施近隣センター 

自主防災防犯研修会 
【防災防犯部】 

7 月 21 日(金)  
東京消防庁・本所防災館 

はらぺこさん 
【福祉事業部】 

7 月 21 日(金) 17:00～ 
布施近隣センター料理実習室 

柏おどり練習 
【体育部】 

7 月 お休み 
布施近隣センター和室 

はちの子 
おしゃべり広場 

かるがも 
おしゃべり広場 

 
ふ せ  

おしゃべり広場 
【福祉事業部】 

母と子のつどい 
かるがも 

【柏市保健所 
地域健康づくり課】 

7 月 11 日(火) 10：00～11：30 
8 月休み   富勢西小学校 
7 月 20 日(木)10：00～11：30 
8 月休み 
わらび（北柏駅前保育園） 

7 月 21 日(金) 10：00～11：30 
8 月休み   富勢東小学校 
 
7 月 4 日(火) 8 月 8 日(火) 

10：00～11：30 
根戸近隣センター 

 

富勢の行事 
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世代間交流「ザ・わくわく」 

富勢東小学校 

5 月 24 日(水)、学校生活に少しずつ慣れてきた富勢

東小の 1 年生(15 名)と、『布施新町子供を見守る会』

（隊員 10 名)は、おいしい給食を食べながらおしゃべ

りを楽しみました。(メニュ

ーはアーモンドトースト、 
ドレッシングサラダ、かぶと

青大豆のクリームシチュー、

小魚でした)  
その後、あやとり、けん玉、こま回しなど昔の遊びで

大騒ぎをし、あっという間に時間が過ぎました。子供

たちよりダンス（前向きスクリーム）を見せてもらい、

隊員たちは 1 年生から元気なパワーをもらいました。

また、包括支援センターの方より隊員の皆さんに、お

口のケアのお話をしていただきました。 
お口のケアは「食べる、飲み込む」だけではなく、

全身の病気についても大きく関わってきます。特に歯

周病を引き起こす「歯周病菌」は動脈硬化と大きく関

わっており、狭心症、心筋梗塞を引き起こす可能性が

大きいことが解っています。  
また、しっかり噛める歯が,より多く残っている人は

認知症のリスクが低いことも解っています。  
日々のお口のケアと定期的に歯医者さんでお口の状態

をチェックしてもらうことが重要になりますので、皆

さん心がけましょう。 

富勢西小学校 
7 月 5 日(水) 楽しい食事の後、子ども達とグランド

ゴルフ楽しみます。         【福祉事業部】 

恒例 グランドゴルフ大会 盛況に開催！ 
 6月3日(土)あけぼの山公園にて18チームが参加し、

腕を競い合いました！今年はお天気に恵まれ、プロ集

団の如くスムースに競技が運ばれました！結果は下記

のとおりです。おめでとうございます！  【体育部】 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

団体の部  (6人 1組) 
優勝 根戸中町会 B 
準優勝 三井柏 

自治会 B 
3 位 宿連寺町会 A 

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

☆第 63 回 青少年読書感想文課題図書(抜粋) 
詳細は布施・根戸分館に問い合わせて下さい。 

小学校低学年 ばあばは、だいじょうぶ 全課題数 4 
小学校中学年 くろねこのどん     全課題数 4 
小学校高学年 チキン！         全課題数 4 
中学校 円周率の謎を追う    全課題数 3 
高等学校 フラダン         全課題数 3 

遊戯室だより  電話 ７１３５－３９６０ 
☆0 才のじかん 

7 月 12 日(水)・26 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。  

☆なかよし広場 
7 月 18 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。 
★工作「オリジナル BOX②」 
 7 月 2 2 日(土)  9：30～11：30 

対象：小学生以上(3 年生以下は保護者同伴)  20 人 
内容：木箱にアクリル絵の具でペイントしたり、デコ

パージュをしたりします。 
参加費：材料費 300 円 
申込：7/18(火)13：30～電話で  

★工作「恐竜トールペイント」 
7 月 2 4 日(月)  9：30～11：30 
対象：小学生以上(3 年生以下は保護者同伴)  20 人 
内容：板にペイントして立体的な恐竜を作ります。 
参加費：材料費 300 円 
申込：7/16(日) 13：30～ 電話で 

★おばけやしき（実行委員募集） 
8 月 1 日(火) 9：30～11：30 
8 月 3 日(木) 13：30～16：00 
8 月 4 日(金) 9：00～12：00 
対象：小学 3 年以上  10 人 
内容：おばけやしきの企画や準備をします。リピータ

ーが多く人気の事業の１つです。 
申込：7/31(日)13：30～ 電話で 

★夏☆フェスタ IN ふせ 
8 月 4 日(金)  10：00～11：30 
対象：乳幼児～18 歳まで  50 人 
内容：もぐらたたき、ミニお店やさんごっこ、工作、

魚つり、手作りおばけやしきなど、盛りだくさん

の夏祭りです。 
申込：7/2(日) 13：30～ 電話で 

※遊戯室の 7，8 月の日程はスマホ(ふるさと富勢で検索)

で。また「広報かしわ」7/1、7/15 号で確認してください 

おはなし会だより 
・布施近隣センター (布施分館)  

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

7 月 7 日(金) 8 月は休みです。10:30～和室 
7 月 15 日(土)  10:30～ 会議室Ｂ 

当日会場にお越し下さい 

☆ 予約無し 
★ 予約有り 

 

個人の部   (敬称略) 
優勝 三井柏自治会 

池田 忍 

準優勝 布施新田町会 

村山 桂三 

3位 宿連寺町会  

加藤 英資 
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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 

8 月 9・16 日(水) 
9 月 13・27 日(水) 

12：00～15：00 
サロン さんげつ 

北柏町会 ふるさと会館 

8 月お休み 9 月 18 日(月) 
13：00～15：00 

ぼっくい    布施新町  

三富医院 3 階会議室  

8 月 21 日(月)9 月 11 日(月) 
10：00～12：00 

三木の会 

ウィンザーハイム北柏 

集会室  

8 月 17 日(木)9 月 21 日(木） 
10：00～12：00 

一休  

前原会館 

8 月 7 日・21 日(月) 
9 月 4 日(月) 

12：30～15：30 
森のサロン・きらら 

歩論館 （北柏 2 丁目） 

8 月 1・15 日(火) 
9 月 5・19(火) 

12：00～15：00 
ワンデー カフェ 

コープ野村集会所 

8 月 10・24 日(木） 
9 月 14・28 日(木) 

10：00～12：00 
好評につき 8 月も通常通り 

オープンします 
布施新町ものがたり広場 

  ものがたり訪問看護ス

テーションかしわ 

8 月 1・15・25 日 
9 月 5・8・19・22 日 

10:00～15:00 
 

 
 
 
 
 
 

サロン「布施新町ものがたり広場」 

地域の皆様が自由に集える「通いの場」です。“楽し

い一日”をモットーにハーモニカや大正

琴の伴奏による合唱、筋トレ・脳トレ体

操、フラダンス、紙芝居、介護予防セミ

ナー、ゲーム等さまざまなイベントを毎

回開催しています。参加者は、全員名札

をつけて初対面でもすぐにおしゃべり

の輪に入れます。皆様、どうぞお気軽にいらして下さ

い。お待ちしています！！ 
場 所：ものがたり訪問看護ステーションかしわ 1 階 
    布施新町 4-13-8 
日 時： 第 1、3 火曜日 
     第 2、4 金曜日 
10：00～15：00（出入り自由、お弁当持参可能です） 
会費 ：100 円（コーヒー、紅茶、緑茶付き） 
連絡先： 井出 ☎7134-0581   【福祉事業部】 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

富勢地域防犯教室のお知らせ 

(電話 de詐欺徹底ブロック) 
柏市では振り込め詐欺被害が多数発生しています。今

年 1 月～5 月の被害件数は、昨年同期と比べて 29 件増

の 40 件、被害額は 7,800 万円増の約 9,800 万円になっ

ています。(特に高齢者の方が狙われています) 
当協議会では、被害防止のため、情報を共有して、ご

家族、知人、周囲の方々が被害にあわないよう、防犯

教室を開催いたします。お誘い合わせのうえ、たくさ

んの皆様のご参加をお待ちしております。 
 日時：9 月 10 日(日) 13:00～15:00 
 場所：布施近隣センター 会議室 
 講演：柏市の振り込め詐欺対策について 

講師 柏市防災安全課 竹之内 隆 氏 
消費生活コーディネーターによる情報事例発表 
質疑応答、その他 

 参加対象者：富勢地域 21 町会・自治会、会長、 
各サークル、各グループ、地域の方どなたでも 
当日、直接、会場にお越し下さい。 

【防災防犯部 消費生活コーディネーター】 

 

   平成 29 年 8 月（第 255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】 

8 月 2 日(水) 12:00～15:00 
★13:00～モンゴルの楽器演奏

と歌 
9 月 6 日(水) 12:00～15:00 
✭13:00～フラダンス 

珈琲(ホット・アイス)・ 
紅茶・昆布茶 各 100 円 

移動交番 
【柏警察署】 

8 月 9日(水) 10:00～11:30 
曜日注意  布施近隣センター 

はらぺこさん 
【福祉事業部】 

8 月 18 日(金) 17:00～ 
布施近隣センター料理実習室 

夏の学習室 16:00～ 会議室 
柏おどり練習 

【体育部】 
8 月 お休み 

布施近隣センター和室 
 

富勢の行事 
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シニア料理教室のおしらせ 

好評につき今年も開催いたします！ 
日時：10 月 13 日(金) 9：30～ 

詳細はふるさと富勢 9 月号をご覧ください。 
【柏市民健康づくり推進員】 

「条件」ではなく、「努力目標」とすべき
です！ 
 去る 7/25（火）開催の第 9回専門分科会宛に提出さ

れた「答申書」・タタキ台では、同分科会事務局から、

病院建替え決定に際しての「条件」が示されました。

それは、①目標病床利用率を 29 年度で 75％、30 年度

には 80％を達成すること、②その間に小児科入院体制

の目途が立つこと、とするものです。 

 老朽化した病院の建替えは、平成 24年度に策定され

た「中期構想」からの喫緊の課題です。市民福祉の中

の、市民の命と健康を守る上でその中核を担う市立病

院建替えに当たって、こうした「条件」をつけること

があってはなりません。 

 私たちも上記①・②はいずれも大切な事項と考えま

す。しかし、これを「条件」とした場合、もし結果的

に僅かでも数値が下回ったり、「目途」が意図的に回避

され、条件未達ゆえ建替えはしない、などと言われて

しまったら、それこそ元も子もなくしてしまいます。

従って私たちは、これらを「条件」ではなく「努力目

標」と位置付け、現地での建替えを早期に着手してい

くべきものと思っています。     【総務部取材】 

しがみついて… 暴風雨体験 

7 月 21 日 墨田区本所防災館において、毎年恒例の

防災訓練講習会が開催されました。 
35 名の参加があり、最初に防災シアターで、災害の

リアルな音と映像を、座席

の振動で体感できる映画を

見たあと、指導員の熱心な

説明のもと、「初期消火体験」

「暴風雨体験」「地震体験」

「煙体験」を全員で体験し

ました。風速 30m/秒の暴風

雨では、なすすべもなく、手すりにしがみついている

だけでした。 
突然の大災害は、いつ発生するかわかりません。常日

ごろから訓練を通じて学んだ知識と技能を、身に着け

ておくことが必要と思われます。  【防災防犯部】 

男性のみなさん 力を貸して！ 
サロン ド とみせ 

 サロンのお手伝いをして下さる、男性を募集してい

ます。準備と片づけをして頂けると助かります。 
日時：毎月第 1 水曜日 10：00～15:00 
場所：布施近隣センター ロビー 
連絡先：総務部 森川 7131-9884   【総務部】 

 

「健康柏おどり」に参加しませんか 

3 年前から、月に一度健康のため、柏おどりやその他

の盆踊りの練習を行っています。 
お子さんからお年寄りまで毎月 20 名以上の方が参加

して楽しく練習し、良い汗を流しています。 
2 年目からは、三世代体育祭で、昼休みの時間に日頃

の練習の成果を皆様にご披露させて頂いております。 
また各町会などの盆踊り大会にも参加させて頂き、地

域の方々と一緒に楽しく踊ることもしております。 
ボランティアの先生が丁寧に教えてくれるので初心

者の方でも大丈夫です。 
練習日は、毎月第三土曜日午後 7 時からですが、浴

衣や着物の着付けも 6 時から指導しております。8 月

の練習は休みますが、9 月から実施致します。 
連絡先 体育部 坂巻まで    【体育部】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

柏市推奨本 読んでみませんか 
詳細は布施、根戸分館にお問合せ下さい。 

高学年 
✧わらしべ長者 日本民話選 
✧ぼくはヨハネス・フェルメール 

中学年 
✧王さまと九人のきょうだい 中国の民話 
✧先生、しゅくだいわすれました 

低学年 
✧あおい目のこねこ 
✧いたずらおばけ イギリス民話 

遊戯室だより  電話 ７１３５－３９６０ 
☆0 才のじかん 

8 月 9 日(水) 23 日(水)  10:00～11:45 
対象：0 歳児と保護者 (直接どうぞ) 
内容：子どもを遊ばせながら、お友達を作りませ

んか？ 手あそび、体操もあります。 
☆なかよし広場 

8 月 15 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、

体操などもあります。 
★夏☆フェスタ inふせ 

8 月 4 日(金)  10：00～11：30 
対象：乳幼児～18 歳まで 

(未就学児は保護者同伴) 50 人 
内容：もぐらたたき、ミニお店やさんごっこ、工作、

魚つり、手作りおばけやしきなど、夏祭りを

楽しみませんか？ 
※遊戯室の 9月の日程はスマホ(ふるさと富勢で検索)で 

おはなし会だより 
・布施近隣センター (布施分館)  

8 月はお休み 
・根戸近隣センター(根戸分館) 

8 月は休み 9 月 1 日(金) 10:30～ 和室 
8 月 19 日(土)  10:30～ 会議室Ｂ 

当日会場にお越し下さい 
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恒例 富勢八朔相撲大会 開催間近！ 

各学校単位で応募したチビッ子力士たちは、現在猛

特訓をしています。皆様の応援が児童たちを一層奮い

立たせます。お誘い合わせの上、ぜひお越しいただい

て、声援を送ってあげてください。 
会場にはいろいろな模擬店の他「移動交番」「健康

測定」昼休みには、恒例の「富勢東小ブラスバンド」

および、元関脇琴錦、旭日山部屋の力士とのちびっ子

相撲など、楽しいイベントを予定しています。 
お楽しみに！ 
日時：10 月 7 日(土)  9:00～15:00（雨天翌日） 
場所：あけぼの山農業公園果樹園内特設土俵 
取組：富勢地域小学校の児童の男女別個人戦及び

団体戦    【八朔相撲実行委員会】 

富勢地域文化祭の参加者募集 
行事名 開催日時 開催会場 申込締切日 

音楽 

発表会 

１0 月 21 日(土)  

13：00～15：30 

富勢西小 

 体育館 

9 月 30 日（土） 

（観覧は自由） 

文化展 

10 月 28 日(土) 

～29（日） 

9：00～17：00 

（29 日は 16：00

で終了） 

布施近隣 

センター 

ロビー 

会議室 

 

9 月 16 日(土) 

囲碁 

将棋 

大会 

10 月 28 日(土) 

9：00～15：00 

布施近隣

センター

和室 

10 月 21 日(土) 
参加費 1,000 円 

（昼食付） 

陶芸 

体験 

10 月 29 日(日) 

13：00～16：00 

 

布施近隣 

センター 

ロビー 

10 月 21 日(土) 
参加費 2,000 円 

（作品材料代） 

芸能 

大会 

１1 月 5 日(日)  

10：00～15：00 

布施近隣 

センター

和室 

9 月 30 日(土） 

（観覧は自由） 

参加申込書は、布施近隣センター受付窓口にあります。

申込締切日が、行事によって異なりますので、ご注意

下さい。                【文化部】 
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シニア料理教室 
好評につき、今年も下記の要領で開催します。 

日 時：10 月 13 日(金) 9：30～12：30 
場 所：布施近隣センター 料理実習室 
対 象：シニア男性の料理初心者 12 名 
内 容：だし汁の取り方、野菜の切り

方等、基本を学び、挽き肉料理

に挑戦します。  
持ち物：エプロン、三角巾、筆記用具 
費 用：500 円 
申込み：10 月 5 日(木)までに電話か FAX して下さい 
☎＆FAX・飯田 7131-6282・保坂 7132-1291 
不在の場合は留守電に、名前と電話番号を残してく

ださい。折り返し連絡します。 
なお、定員になり次第〆切りますのでお早めの申込み

をお願い致します。   【柏市健康づくり推進員】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   平成 29 年 9 月（第 256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】 

9 月 6 日(水) 12:00～15:00 
★13:00～フラダンス 
10 月 4 日(水) 12:00～15:00 
★13:00～オカリナ演奏 
 珈琲(ホット・アイス)・紅茶・ 

昆布茶 各 100 円 
移動交番 

【柏警察署】 
9 月 14 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】 
9 月 15 日(金) 17:00～ 
布施近隣センター料理実習室 

柏おどり練習 
【体育部】 

9 月 16 日(土) 19:00～ 
布施近隣センター和室 

はちの子 
おしゃべり広場 

 
かるがも 

おしゃべり広場 
 

ふ せ  
おしゃべり広場 

 
【福祉事業部】 

 
母と子のつどい 

かるがも 
【柏市保健所 
地域健康づくり課】 

9 月 12 日(火) 10 月 10 日(火) 
10：00～11：30 

富勢西小学校 
9 月 21 日(木) 10 月 19 日(木) 

10：00～11：30 
わらび（北柏駅前保育園） 

9 月 15 日(金) 10 月 20 日(金) 
10：00～11：30 

富勢東小学校 
 
 
9 月 5 日(火) 10 月 3 日(火) 

10：00～11：30 
根戸近隣センター 
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第 23 回八朔相撲大会 
【実行委員会】 

10 月 7 日(土)  9:00～15:00 

上記参照  

三世代ふれあい体育祭 
【実行委員会】 

10 月 22 日(日) 9:00～15:30 

 富勢小学校グランド 

富勢地域文化祭 
【文化部】 

10月 21日(土)～11月 5日(日)           

上記参照  
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病院の建替えは「早期」に、 

条件は「努力目標」に！ 
市長に「要望書」提出 市立柏病院建替え問題 

昨年 5 月以来 9 回にわたって開催されてきた、市立

病院事業検討専門分科会が、去る 8 月 10 日、市長に

「答申書」並びに「附帯意見」を提出しました。病院

の建替えは早期に（答申書）、建替え場所は現在地で

（附帯意見）という内容ですが、市長の建替え決定条

件として、「①病床利用率 29 年度 75％、30 年度 80％
のクリア、②小児入院医療体制の目途（医師の確保）」

が出されました。この二項目は、今後の病院経営上、

重要な課題ですが、そもそも建物等の老朽化が問題の

建替え事業ですから、これに条件が添えられること自

体、問題です。 
即ち、市立柏病院がリニューアルされ、新しい医療機

器の導入、若手医師の研修制度、医師・看護師・職員

の待遇や環境が整備されていく中で、病床利用率が向

上し、優秀な医師等の確保がしやすくなるという側面

があるからです。 
 対策委員会は、審議会の総意である①病院の現在地

における早期建替えと、②審議会が示した条件は、「努

力目標」とすること、以上の二点を秋山市長宛に要望

書を提出することとし、9 月議会直前の 8 月 28 日（月）

に実施したとのことです。      【総務部取材】 
 

「初参加”柏まつり”」＆ 町会盆踊り大会” 

健康柏おどりの会も

3 年が過ぎ、初めて柏

まつりの柏おどりコ

ンテストへ参加しま

した。 
参加が決まってから

は、毎月の練習の他に

練習を強化し頑張っ

た結果、グアム友好賞

でしたが皆んなコン

テストを楽しんで踊ることができました。 
各町会等へは、

布施新町に始ま

り、宿連寺、前原、

北柏、高野台、マ

ザーズガーデン

の盆踊りに 10 名

～20 名で参加し、

夏祭りを盛り上

げる事ができた

と思っています。 
これからも、毎月第三土曜日１９時から布施近隣セン

ターで練習をします。 
次は三世代体育祭のお昼時間に、先頭で柏おどりを踊

ります。               【体育部】 

トマトの会 会員募集 
富勢地区で高齢の方、お一人暮らしの方や障がいの

ある方とお話し相手をする傾聴ボランティアです。 
月一回程度、ご一緒に活動しませんか？ 
連絡先 
北野 淑子 ☎7133-1840 
冨田 洋子 ☎7133-5902 

【福祉事業部】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

予約が多いベスト 10 です 
1 蜜蜂と遠雷 恩田 陸   
2 九十歳。何がめでたい 佐藤 愛子 
3 コンビニ人間 村田 沙耶香 
4 羊と鋼の森 宮下 奈都 
5 危険なビーナス 東野 圭吾 
6 みかづき 森 絵都 
7 騎士団長殺し 

第1部 顕れるイデア編 村上 春樹 
8 月の満ち欠け 佐藤 正午 
9 アキラとあきら 池井戸 潤 
10 コーヒーが冷めないうちに 川口 俊和 
遊戯室だより  電話 ７１３５－３９６０ 
☆0 才のじかん 

9 月 13 日(水)・27 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。  

☆なかよし広場 
9 月 19 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。 

 
遊戯室の 10 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)  

9 月 16 日(土) 15:00～ 遊戯室 
・根戸近隣センター(根戸分館) 

9 月 1 日(金) 10 月 6 日(金)  10:30～和室 
9 月 16 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 
休室日は布施近隣センター休日に同じ 
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なんだか不自然、 

       柏市長 ９月市議会の答弁 

9 月の柏市議会において、多くの議員が市立柏病院

早期建替えへの決断を求めたのに対し、市長は答申の

中に示された 2 条件（病床利用率の向上と小児医療体

制確立の目途）を先ずはクリアした上で判断していく、

これらがクリアされない場合には、建替えそのものが

無くなる可能性にも言及されました。病院の老朽化ゆ

えに、「建替え」が審議・検討されてきたのであり、

建替えることによって経営基盤強化を図っていくと

されていたことが、どうやらその順序が逆転してしま

った感があります。「答申」の基調は飽くまでも「早

期建替え」であり、「附帯意見」では、建替え場所が

「現在地」と明記されてもいます。それ故、今回の「答

申」と「2 条件」との間には、明らかに大きな矛盾や

不自然さがあるものと、私たちは思っています。市長

は、この度の 9 月議会施政方針の場で、次期市長選出

馬への意思表明をされました。これまで公式の場で市

長は、何回となくこの建替え問題を、「喫緊の課題」

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

んも、もう一度真剣に考えてみて下さい。【総務部取材】 
 

富勢地域文化祭 

どなたでも観覧自由です。どうぞお越しください。

開催日時にご注意ください。 
音楽発表会  富勢西小体育館 

１0 月 21 日(土) 13：00～15：30 
文化展  布施近隣センター ロビー・会議室 

10 月 28 日(土)～29(日) 9：00～17：00 
（29 日は 16:00 で終了） 

囲碁将棋大会  布施近隣センター和室 
10 月 28 日(土) 9：00～15：00 

陶芸体験 布施近隣センターロビー(当日受付可) 
10 月 29 日(日) 13：00～16：00 

芸能大会  布施近隣センター和室 
11 月 5 日(日) 10：00～15：00 【文化部】 

 

 

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。 
忙しい育児をがんばるママの

為にも産後のからだのケアに

ついて聞いてみましょう！ 
講 師 ：理学療法士 塩野里美さん 
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 
費 用 ：無料 
申し込み：不要 （当日直接お越し下さい） 
持ち物 ：バスタオル（赤ちゃん用）、抱っこベルト 

動きやすい服装 
問合せ ：柏市民健康づくり推進員 

木村 ☎04-7132-9160 
飯田 ☎04-7131-6282 

※駐車場に限りがありますので、乗り合わせてお越し

下さい。 
【主催：富勢地域柏市民づくり推進員】 
【共催：柏市保健所地域健康づくり課】 
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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】 

10 月 4 日(水) 12:00～15:00 
★13:00～オカリナ演奏 
11 月 1日(水) 12:00～15:00 
✭13:00～落語 
 珈琲(ホット・アイス)・紅茶・ 

昆布茶 各 100 円 
移動交番 

【柏警察署】 
10 月 12 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】 
10 月 20 日(金) 17:00～ 
布施近隣センター料理実習室 

柏おどり練習 
【体育部】 

10 月 21 日(土) 19:00～ 
布施近隣センター和室 

第 23 回八朔相撲大会 
【実行委員会】 

10 月 7 日(土) 9：00～15：00 
あけぼの山農業公園 

三世代ふれあい体育祭 
【実行委員会】 

本年度は中止になります 

富勢地域文化祭 
【文化部】 

10 月 21 日(土)～11 月 5 日(日) 
左記参照 

 

富勢の行事 
 

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】 



一世帯につき一枚お取りください  両面ご覧下さい 

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 

北柏町会 ふるさと会館 

10 月 16 日(月) 

11 月 20 日(月) 

13：00～15：00 

ぼっくい    布施新町  

三富医院 3 階会議室 

10 月 16 日(月) 

11 月 20 日(月) 

10：00～12：00 

三木の会 

ウィンザーハイム北柏 

集会室 

10 月 19 日(木) 

11 月 16 日(木） 

10：00～12：00 

一休  

前原町会会館 

10 月 2 日・16 日(月) 

11 月 6 日・20(月) 

12：30～15：30 

森のサロン・きらら 

歩論館 （北柏 2 丁目） 

10 月 3・17 日(火) 

11 月 7・21 日(火) 

12：00～15：00 

ワンデー カフェ 

コープ野村集会所 

10 月 12・26 日(木） 

11 月 9・23 日(木) 

10：00～12：00 

布施新町ものがたり広場 

ものがたり訪問看護 

ステーションかしわ 

10 月 3・13・17・27 日 

11 月 7・10・21・24 日 

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。 

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】

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 周木 律 
2 人間の居場所 田原 牧 
3 深読み！ギリシャ星座神話 浅田 英夫 
4 オードリーat Home ルカ・ドッティ 
5 非常出口の音楽 古川日出夫 
遊戯室だより  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 

 
 
 
 
 

第 29 回「利根川クリーン」作戦のお知らせ 

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】 

富勢地区自主防災訓練 

 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 

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 
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） 
講師：塩野 里美さん（理学療法士） 
詳細は 10 月号に掲載しています。 
※個人相談も受付けますので、この機会に是非、いら

して下さい。      【柏市民健康づくり推進員】 

 

 

 

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。 
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】 

高射砲第二連隊・訓練棟 特別公開 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】 
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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】 

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 各 100 円 

利根川クリーン作戦 
【環境部】 

11 月 12 日(日) 8:50～ 
    上記参照 

移動交番 
【柏警察署】 

11 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】 

11 月 17 日(金) 17:00～ 
布施近隣センター料理実習室 

柏おどり練習 
【体育部】 

11 月 18 日(土) 19:00～ 
布施近隣センター和室 

自主防災訓練 
【地区自主防災防犯会】 

11 月 19 日（日）9：00～ 
上記参照 

はちの子 
おしゃべり広場 

 
かるがも 

おしゃべり広場 
 
ふ せ  

おしゃべり広場 
【福祉事業部】 

 
母と子のつどい 

かるがも 
【柏市保健所 

地域健康づくり課】 

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 

11 月 7 日(火) 12 月 5 日(火) 
10:00～11:30 
根戸近隣センター 

  

富勢の行事 
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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  布施分館 ７１３２－３１９３ 

 根戸分館 ７１３１－６０５３ 

   ☆予約の多いベスト７ 
1 蜜蜂と遠雷    恩田 陸 
2 九十歳。何がめでたい  佐藤 愛子 
3 わたしを離さないで  カズオ イシグロ 
4 マスカレード・ナイト  東野 圭吾 
5 アキラとあきら(徳間文庫) 池井戸 潤 
6 この世の春 上    宮部 みゆき 
7 この世の春 下    宮部 みゆき 

遊戯室だより  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 

 
 
 
 

 
 

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。 

☆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 

 
 

 
 

 



一世帯につき一枚お取りください  両面ご覧下さい 

 
 
 
 
 
 

市立柏病院の庭を花で 癒しの場に… 

市立柏病院の建替え問題に関しては、本年 8 月に審議

会から、現在地での早期建替えを基調とする「答申」

が出されました。その後、同病院ではそこに示された 2
条件の実現に向けて、職員を始め関係者全体が一丸と

なって頑張っているところです。 
今回、医療公社からの呼びかけもあって、私たち富勢

ふるさと協議会として、病院外回りの美化運動に協力

をしていくこととしました。幸い日頃からこうした活

動に積極的に取り組んできたグループからの申し出も

あり病院敷地内の一定区画に、季節の草花を植え育て、

除草などをしていき、入院患者や利用者の心を少しで

も癒していければと考えました。 
市立柏病院のような二次救急病院の在り方の基本は、

病院そのものがその地に根ざしていくことです。病院

と地域住民が、相互に支え合う関係が構築されること

によって、周辺の地域の人々にとっても、この病院を

安心して利用できることになります。その意味で、今

回の新たな取り組みは、将来に向けて意義あるものと

思っています。 
この美化運動を当協議会の事業の一環と位置付け、そ

の活動の範囲は病院にとどまらず、いずれ地域内公共

施設にもその輪を広げたいと考えています。詳細は今

後検討していきますが、この事業に協力頂ける方は、

是非とも下記へご連絡下さい。 
協力申し込み先 当協議会総務部 

電話 7132-3100 FAX7132-3107 
布施近隣センター内 

【総務部】 

特別企画「はらぺこさん・カレーパーティー」 

大人も子供も、おじいちゃんもそしておばあちゃ

んも…みんなでカレーを食べて盛り上がろう！！ 
日時：12 月 23 日(土) 12:00～14:00 
場所：布施近隣センター料理実習室 

毎月第 3 金曜日に「はらぺこさん」を開催しています

が、今回、特別に企画しました。どなたでも参加でき

ます。当日会場にお越しください。  【福祉事業部】 

今年もイルミネーション 
あけぼの山農業公園 風車前広場 

期間  11 月 22 日(水)～12 月 25 日(月) 
点灯時間 17:00～21:00 

駐車場もあります。17 万球の手作りのオリジナルイル

ミネーションをお楽しみください。  【総務部取材】 
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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】 

12 月 6 日(水) 12:00～15:00 
★13:00～ギター演奏 
1 月 10 日(水) 12:00～15:00 
✭13:00～吟詠と落語 
 コーヒー・紅茶・昆布茶 

各 100 円 
移動交番 

【柏警察署】 
12 月 14 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】 
12 月 15 日(金) 17:00～ 
12 月 23 日(金) 12:00～14:00 

左記参照 
布施近隣センター料理実習室 

柏おどり練習 
【体育部】 

12 月 16 日(土) 19:00～ 
布施近隣センター和室 

 
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 

12 月 13・27 日(水) 
1 月 10・24 日(水) 

12：00～15：00 
サロン さんげつ 
北柏町会 ふるさと会館 

12 月 18 日(月) 
1 月 15 日(月) 

13：00～15：00 
ぼっくい   布施新町  
三富医院 3 階会議室 

12 月 18 日(月) 
1 月 15 日(月) 

10：00～12：00 
三木の会 
ウィンザーハイム北柏 

集会室 

12 月 21 日(木) 
1 月 18 日(木） 

10：00～12：00 
一休  

前原町会会館 
12 月 4・18 日(月) 
1 月 15 日(月) 

12：30～15：30 
森のサロン・きらら 

歩論館 （北柏 2 丁目） 
12 月 5・19 日(火) 
1 月 16 日(火) 

12：00～15：00 
ワンデー カフェ 

コープ野村集会所 
12 月 14 日(木） 
1 月 11・25 日(木) 

10：00～12：00 
布施新町ものがたり広場 
ものがたり訪問看護 

ステーションかしわ 

12 月 5・8・19・22 日 
1 月 12・16・26 日 

10:00～15:00 
 
 

富富勢勢のの行行事事  
 



一世帯につき一枚お取りください  両面ご覧下さい 

民生委員児童委員バス研修 

研修事業で、11 月 13 日、栃木県足利市にある、指定

障害者支援施設「こころみ学園」へのバス研修を行い

ました。 
こころみ学園は、知的障害者の農業分野への本格進出

に成功した施設です。中学校の特殊学級の生徒たちが

山林を開墾しブドウ畑を作ってから、すでに 50 年を超

える歴史があります。園生の保護者が出資したワイナ

リーを併設し、施設に面した３㏊のブドウ園を中心に

とれたブドウから評価の高いワイン（沖縄サミット、

洞爺湖サミット、ＡＮＡファーストクラスで採用）を

生産しています。 
現在入所者、通所者 130 名、職員 80 名強とが共に生

活しています。園生の平均年齢は 56 歳だそうです。こ

の施設の方針は、「自分のできることを自分で見つけ

ること」。入所者は先ずシイタケ栽培の原木運びから

始め、山仕事を通じて集中力、人の話を聞く力、仕事

の基本を身に着けます。その後、適性に合った仕事に

つき長く作業を行ううちに、その道のプロになってい

くのだそうです。話を聞きながら、園生がいきいきと

働いている姿を想像しました。  
ブドウ畑を仰ぎ見ながら、併設のワイナリーでワイン

の試飲、昼食をいただき、足利の秋空を満喫。親睦も

深めて無事帰着しました。 

晴天下 利根川クリーン作戦実施 

【富勢地区民生委員・児童委員】 

11.12(日) 191 名の参加により、利根川沿いのゴミ拾

いを実施。40 袋の他、じゅうたん・消火器・漬物石な

ど多数集められました。【環境部】 

自主防災訓練 みなさん真剣でした 

11.19(日) 340 名の参加者が、町会・自治会ごとに分

かれ、9 つの訓練を順番に体験しました。放水訓練は

なかなか体験できないもので、その水圧に皆さん真剣

でした。最後に炊き出し訓練で作ったおにぎりを配っ

て解散になりました。【防災防犯部・自主防災防犯会】 

第３回 健康講座 開催される 

11.23(木)布施近隣センターにて、柏市医師会原瀬先生

を講師に「転ばぬ先の杖(足腰を鍛えて脳を元気に)」の

お話しがありました。参加者 76 名、皆さん、日ごろの

運動を習慣づけて、健康に過ごしましょう 
【総務部・地域づくり推進委員】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

布施分館では、この 3 カ月で月平均、一般書で約
70 冊、児童書で約 25 冊の新刊又は寄贈書が入って
きていますが、紙面では紹介しきれません。 
ぜひ足を運んで見て下さい。入り口左手の書棚に 2
～3 カ月ほど置いています。また入口正面の柱に背
表紙をコピーしたものを貼りだしています。 
遊戯室だより  電話 ７１３５－３９６０ 
☆0 才のじかん 

12 月 13 日(水)・27 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。  

☆なかよし広場 
12 月 19 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

れ合います。 
✭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 
簡単な工作、絵本、ブラック 

シアターなどを楽しみます。 
☆なかよし広場 スペシャルディー 

(みんなで おにたいじ) 
1 月 16 日(火)  10:00～11:45 
対象：乳幼児と保護者 先着 15 組 
内容：親子で交流したり、簡単な工作をします。 
 
 
 
 
 

おはなし会だより 
・布施近隣センター (布施分館)  

12 月 16 日(土) 15:00～遊戯室 
・根戸近隣センター(根戸分館) 

12 月 1 日(金) 1 月 12 日(金) 10:30～和室 
12 月 16 日(土)  10:30～ 会議室Ｂ 

当日会場にお越し下さい 

☆印→予約なし 
✭印→予約有り 広報「かしわ」11/15 号で確認を 

休室日は布施近隣センター休日に同じ 

 


