平成 30 年 5 月（第 264 号）

ふるさと協議会
定期総会開催のお知らせ
次のとおり開催します。本年度の新体制・年間活動
の内容を審議決定します。総会出席予定の方には、別
途通知済みです。
開催日時：5 月 26 日(土) 13:30～15:30
会
場：布施近隣センター会議室
※ 16:00 から自主防災防犯会定期総会を開催します
【総務部】

ゴミゼロ運動

住んでいる街をきれいに

5 月 27 日（日）8:30 開始で恒例の柏市主催のゴミゼ
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】

グラウンドゴルフ大会 毎年好評開催
先日各町会、自治会へ送付したグラウンドゴルフ大
会の開催通知を確認して、参加準備をお願いします。
日 時 6 月 2 日〈土〉(雨天の時は翌 3 日)
受 付 8:30 開会式 8:40～９:00
競 技 9:00～12:00(予定) 表彰式 12:30～
会 場 あけぼの山公園 さくら山
競 技 団体戦 16 ホール
連絡先 坂巻 勝 090-7813-4189 【体育部】

サロン ド とみせ
5 月 2 日(水) 12:00～15:00
布施近隣センター ★イベント お休みです
ロビー
6 月 6 日(水) 12:00～15:00
【ふるさと協議会】
★イベント 企画中
珈琲・紅茶・昆布茶 100 円

移動交番
【柏警察署】

5 月 10 日(木) 10:00～11:30
布施近隣センター

はらぺこさん
5 月 18 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】

5 月 19 日(土)19:00～
布施近隣センター和室
定期総会
5 月 26 日(土) 13:30～
【総務部】
左記記事参照
ゴミゼロ運動
5 月 27 日（日）8:30～
【柏市】
【環境部】
左記記事参照
グランドゴルフ大会
6 月 2 日(土）8:30～
【体育部】
左記記事参照
はちのこ
5 月はお休みです
おしゃべり広場 6/12 7/10(火)10：00～11：30
富勢西小学校
かるがも
5/17 6/21 7/19 (木)
おしゃべり広場
10：00～11：30
わらび（北柏駅前保育園）
ふ せ
5/18 6/22 7/20 (金)
おしゃべり広場
10：00～11：30
富勢東小学校
【福祉事業部】
母と子のつどい
5/8 6/5 7/3 (火)
かるがも
10：00～11：30
【柏市保健所
根戸近隣センター
地域健康保険課】

「富 勢 の支 えあいを広 げましょう」
富勢地域支えあい推進員は、困ったときに声をかけ
あい、支えあうことのできる地域をつくるため日々活
動しています。支えあいにはゴミ出しや草取り等をお
※ さろん一休（前原会館）は、5 月より毎週月曜
手伝いする生活支援や、皆が集まり交流ができるサロ
日 12：00～15：00 変更となります。
ンがありますが、ご近所同士で顔見知りになることが
よろしくお願い致します。
【福祉事業部】
支えあいの第一歩です。町会等で交流を深めたい！
という方はお手伝いしますのでご相談下さい。
問い合わせ
先月号より富勢の支えあいのキャッチコピー
支えあい推進員
光城 080-3434-4001
が掲載され
いきいきセンター 小野 04-7128-9871
ています。
自
【富勢地域支えあい推進員
分にできる支えあいは何か、考えてみませんか。
富勢ちいき♡いきいきセンター】
―両面ご覧下さい―

市立柏病院の建替え
地域と病院が共に協力していくことが基本
市立柏病院の建替え問題は今のところ、大きな進展
がないままの状態です。
二次救急病院というのは、本来的に周辺地域クリニ
ックと連携を取りつつ、その地域に根差していく医療
機関でなければなりません。その上で時代の要請に沿
いながら、一定の医療圏域の中で専門性をより高め、ま
た必要に応じた高度医療機器の導入を果たしていくこ
となどをもって、当該地域内外の市民・住民の命と健康
を守り、社会全体の健全化に寄与・貢献していく使命を
持っています。
そしてこれらは、病院が一方的に取り組んでいけば
良いというものではありません。医療行為の提供を受
ける側（私たち患者）にとっても、病院の運営を、その
背後から支えていくことが、超高齢化がより一層深化
していく時代にあっては、強く求められているものと
考えます。
その意味で、市立柏病院の利用率が高い病院周辺地
域の住民組織が、病院美化運動や病院主催の健康講座
に注力・協力をしていこうという新しい試みは、大変意
義深い活動と言えます。皆さまにおかれましては、建替
え問題への関心を高めて頂き、今後の具体的な呼びか
けに対しては、積極的なご協力をお願いいたします。
【総務部取材】

地域の交流「ゆうゆう会」
4 月 20 日(金）一人住まいの高齢者の方々との食事会
が、5 会場で開かれました。
北柏町会ふるさと会館
では、参加者の皆さんでオ
カリナサークル「音♪音」
さんの演奏にあわせてお
腹いっぱい歌をうたい、ま
たボランティアの紙芝居
「よさくどんのおよめさん」で楽しいひと時を過ごし
ました。布施近隣センター、布施新町ふるさとセンター、
高野台会館、前原会館の 4 会場においても楽しい催し
が行われました。
【福祉事業部】

福祉事業部 30 年度総会開催
4 月 23 日(月)布施近隣センターにおいて、恒例の総
会が開催されました。29 年度活動並びに決算報告がな
され、続いて、30 年度事業計画・予算の審議、これに
加えて役員・部員体制の概略が示され、それぞれが確
認・承認されました。最終的には来る 5 月 26 日（土）
に予定されている富勢地域ふるさと協議会の定期総会
において決定するものです。
新しい年度を迎えて一同新たな決意の下、市社協を始
め地域包括支援センター、民児協・健康づくり推進等地
域組織との連携を深めながら諸活動にまい進していき
ます。地域の皆さんどうかよろしくお願い致します。
【福祉事業部】

図書館だより

布施分館 ７１３２－３１９３
根戸分館 ７１３１－６０５３

布施分館 4 月から購読新聞が替わりました
読売新聞
⇒
朝日新聞(朝刊のみ)
スポーツニッポン ⇒
千葉日報
柏市民新聞は 4 月以降も替わりません
定期購読 週刊・月刊誌は前年度に同じです。
ＮＨＫきょうの料理
日経ヘルス
モーターサイクリスト
日経マネー
ＢＥ－ＰＡＬ
月刊 バスケットボール
ＪＲ時刻表(奇数月)
婦人画報
週刊文春
小説新潮
小説推理
旅の手帖
＆ Ｐｒｅｍｉｕｍ
ＤＩＭＥ（ダイム）
ダ・ヴィンチ
エクステリア＆ガーデン やさい畑

遊戯室だより

電話 ７１３５－３９６０

☆0 才のじかん
5 月 2 日(水)・9 日(水)・16 日(水)・23 日(水)
30 日(水)
13:30～15:00
対象：0 歳児と保護者 (直接どうぞ)
内容：はじめてでも安心して利用できます。
親子で交流します。
☆なかよし広場
5 月 8 日(火)・22 日(火) 10:00～11:45
対象：0～3 歳児と保護者 (直接どうぞ)
内容：体操、よみきかせ、手あそびもあります。
★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：広い部屋で、みんなでプラレールで遊び
ます。
申し込み 5/17(木)13:30～ 電話で
☆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)
5 月 19 日(土) 15：00～ 遊戯室
・根戸近隣センター(根戸分館)
5 月 11 日(金) 6 月 1 日(金) 10:30～ 和室
5 月 19 日(土) 10:30～ 会議室Ａ
当日会場にお越しください。

富勢人事往来（敬称略）
県立柏高校校長

小野 祐司
⇒ 太田 恭正
布施近隣センター所長 青山 正博⇒ 田所 優二

―両面ご覧下さい―

