平成 30 年 6 月（第 265 号）

平成 30 年度定期総会開催される
富勢地域ふるさと協議会
5 月 26 日（土）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 長嶺 寛
事務局 秋山 宏夫・関口 一三・井出 治之
総務部長 秋山 宏夫
福祉事業部長 山川 紘
事務局次長 村上 邦子
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
Ａ地区長 寺山 藤原 清
Ｂ地区長 布施新町 佐藤 秀基
Ｃ地区長 利根 山本 誠
Ｄ地区長 高野台 三上 謙吾
Ｅ地区長 ウェルフェアグリーン柏 網野 耕造
Ｆ地区長 根戸上 永瀬 太三男
Ｇ地区長 北柏 錦織 和彦
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】

今年も出場 柏おどりコンテスト!
健康柏おどりの会

サロン ド とみせ
6 月 6 日(水) 12:00～15:00
布施近隣センター ★イベント 健康体操
ロビー
7 月 4 日(水) 12:00～15:00
【ふるさと協議会】
★イベント ウクレレ演奏
珈琲・紅茶・昆布茶 100 円

グランドゴルフ大会
【体育部】
移動交番
【柏警察署】

6 月 2 日(土）8:30～
あけぼの山公園
6 月 14 日(木) 10:00～11:30
布施近隣センター

はらぺこさん
6 月 15 日(金)17:00～19:00
【福祉事業部】 布施近隣センター料理実習室
柏おどり練習
【体育部】

6 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)
ぼっくい
布施新町 6/18 7/9 8 月お休み
三富医院 3 階会議室
10：00～12：00
もみのき
6/13・27 7/11・25 8/8・22
市営 D 棟集会所
12：00～15：00
サロン さんげつ
6/18 7/16 8 月お休み
北柏町会 ふるさと会館
13：00～15：00
三木の会
ウィンザー 6/21 7/19 8/16
10：00～12：00
ハイム北柏集会所
サロン 一休
6/4・18 7/2 8/6・20
前原会館
12：00～15：00
ワンデー カフェ
6/13・27 7/12・26 8/9・23
コープ野村集会所
10：00～12：00
ふれあいサロンは他に 5 カ所開催していますが、紙
面の都合で次月号に掲載します。
森のサロン・きらら(6/5・19)
布施新町ものがたり広場(6/5・8・19・22)
ひだまりサロン寺山(6/21) 寺山ふるさと会館
脳トレ・チャレンジの会(6/1)
北柏町会 ふるさと会館
脳トレ・かわせみの会(6/28) 根戸近隣センター
【福祉事業部】

趣味と健康を兼ねて毎月 1 回、練習を続けている健康柏おど
りの会では、柏まつり柏おどりコンテストに、今年の出場につ
いて協議した結果、練習を続けていく励みとして出場すること
にしました。
【体育部】
=昨年のコンテスト出場の様子=
―両面ご覧下さい―

30 年 度 当 協 議 会 活 動 事 業
定期総会で承認された事業計画において、年一回の
活動事業は次の通りです。開催前に町会・自治会(以下
「町会」)に通知するほか、本誌にて案内します。
【総務部】
◆ゆうゆう会 4 月 20 日(金)
一人暮らし高齢者の昼食会 該当者に個別連絡
◆ゴミゼロ運動 5 月 27 日(日) 町会単位で集積場所へ
◆グランドゴルフ大会 6 月 2 日(土)
町会単位の参加 団体・個人戦・寿賞(男女別最高齢者)
◆防災研修会 7 月 18 日(水) 防災防犯会・協議会関係者
◆総務部視察研修 7 月
町会・協議会関係者参加
◆八朔相撲大会 10 月 6 日(土)
出場は小中学生、応援・見学は自由 模擬店あり
◆三世代ふれあい体育祭 10 月 21 日(日)
町会対抗 応援・見学は自由
◆文化祭
文化展 10 月 27 日(土)28 日(日)
出展はサークル・学校単位のほか個人参加も可
囲碁・将棋大会 10 月 27 日(土) 個人参加
陶芸体験 10 月 28 日(日) 個人参加
音楽発表会 11 月 3 日(土) サークル・学校単位
芸能大会 11 月 11 日(日) サークル・個人参加
◆利根川クリーン作戦 11 月 11 日(日) 収集は町会単位
◆富勢地区自主防災訓練 11 月 25 日(日) 町会単位
◆総務部視察研修 11 月
町会・当協議会関係者
◆花鉢(ビオラ)配布 11 月末頃

富中有志の協力により一人暮らし高齢者に配布
◆当協議会新年会 1 月 19 日(土) 町会・協議会関係者
◆救命講習会 1 月 20 日(日) 個人参加
◆富勢ウオ―ク 3 月 23 日(土) 個人参加
◆地区懇談会 実施日未定
町会に通知、個人参加
◆福祉事業関連研修会 実施日未定
町会・当協議会関係者、ボランティア参加者

「富勢安心ナビ」を各戸宛配布します
地域住民の高齢化あるいは一人住まい所帯の増加に
伴い、それぞれの所帯において諸々の困りごとに関し
て、これをどこに相談をすれば良いのか判断が出来な
いまま、悩んでおられる方々
がそれなりにいるとのこと
から、当協議会としては、そ
の対処法について福祉事業
部を中心に、柏市社会福祉協
議会で布施近隣センター内
に設置している「富勢ちいき
♡いきいきセンター」のメン
バーも加わり、数回にわたる
話し合いを重ねてきました。
その結果、困りごとにも
色々な種類や性格があり、相
談して行く先も、それに応じた選択が求められるとの
ことから、この地域における相談窓口がどこにどのよ
うな形で設置されているのかを、分かりやすくまとめ

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
蜜蜂と遠雷
かがみの孤城
マスカレード・ナイト
おらおらでひとりいぐも
屍人荘の殺人

遊戯室だより

予約数(所蔵数)

恩田
辻村
東野
若竹
今村

睦
深月
圭吾
千佐子
昌弘

558(25)
433(17)
306(20)
281(24)
218(19)

電話 ７１３５－３９６０

☆0 才のじかん
6 月 6 日(水)・13 日(水)・20 日(水)・27 日(水)
13:30～15:00
対象：0 歳児と保護者 (直接どうぞ)
☆なかよし広場
6 月 12 日(火)・26 日(火) 10:00～11:45
対象：乳幼児と保護者 (直接どうぞ)
★ファミリーｄａｙ
～みんなで遊ぼうプラレール～
6 月 10 日(日) 10:30～11:30
対象：幼児～小学生と保護者 先着 28 人
内容：広い和室で楽しく遊びます。
家族皆での参加をお待ちしています。
申し込み 受付中
☆印→予約なし
★印→予約有り
広報「かしわ」5/15 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)
6 月お休みです
・根戸近隣センター(根戸分館)
6 月 1 日(金) 7 月 6 日(金)10:30～ 和室 1
6 月 16 日(土) 10:30～ 会議室Ａ
当日会場にお越しください。
た小冊子を作成し、地域住民の各所帯に、
「保存版」として配布していこう、というこ
とになりました。5 月末以降、町会自治会を
通じて配布いたします。
この「富勢安心ナビ」の活用法としては、
既述した「相談窓口」の詳細を住民皆さんに
知って頂くだけでなく、各町会・自治会の地
域性に応じて、これ以外にも考えて頂けれ
ばと思っております。
事務局には、まだ若干の在庫が残ってい
ますので、必要な方は（用途などお聞かせ頂
いた上で）、必要部数を福祉事業部長の山川(7133－
1621 または 090-2058－6445)までお申し出下さい。
【福祉事業部】
―両面ご覧下さい―

