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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)

平成 30 年 10 月（第 269 号）
http://www7a.biglobe.ne.jp/~furusatotomise/

日時：10 月 21 日(日） 9:00～15:30
朝 7:00 に開催の花火が上がります 〈雨天中止〉
会場：柏市立富勢小学校校庭
今年は、競技の一部を変更しました。
一般競技 パン食い競争(前年は、障害物競争でした)
町会対抗 デカパンリレー(前年は、二人三脚でした)
楽しい競技で賞品豊富・模擬
店・抽選会など、秋空のもとさ
わやかな一日が、皆さんの参
加・応援をお待ちしています。
【ふれあい体育祭実行委員会】

毎月１日 各戸配布 8,000 部発行
「ふるさと富勢」又は QR コードで検索

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】

珈琲・紅茶・昆布茶各 100 円

八朔相撲大会
【実行委員会】
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】
三世代ふれあい体育祭

今年で 30 回目を迎える利根川クリーン作戦です。
利根川堤防のゴミを拾い集め、地元富勢をきれいに
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。
日時：11 月 11 日(日）8：50～10：30 雨天中止
（中止の連絡は、7:00～7:30 町会長・自治会長に）
実施要領の詳細は各町会・自治会長宛にお知らせ済み
です。
【環境部】

毎年 こんなに集められます

日時：11 月 5 日(月) 13:00 開場
13:30～14:00
公演：二胡奏者 川野真広(かわの しんこう)上人
浄土宗僧侶
浄土宗芸術家協会会員
ＮＰＯ国際音楽協会会員
2010 年「第 3 回中国音楽国際コンクール」
(於：中国杭州)金賞受賞
入場無料 どなたでもご参加できます
【寄稿 南龍寺】

10 月 3 日(水) 12:00～15:00
★イベント オカリナ演奏
11 月 7 日(水)12:00～15:00
★イベント 企画中

【実行委員会】
富勢地域文化祭
【文化部】
利根川クリーン作戦
【環境部】

10 月 6 日(土)
あけぼの山農業公園
10 月 11 日(木) 10:00～11:30
布施近隣センター
10 月 19 日(金)17:00～19:00
布施近隣センター料理実習室

10 月 20 日(土)19:00～
布施近隣センター和室
10 月 21 日(日)
左記参照
10 月 27 日～11 月 11 日
前月号参照
11 月 11 日(日)
左記参照

富勢地区ふれあいサロン
森のサロン・きらら
10/2・16 11/6・20 12/4・18
歩論館 （北柏 2 丁目）
12：00～15：00
ものがたり広場
10/2 ・12 ・16 ・26
ものがたり訪問看護
11/6 ・9 ・20 ・23
ステーション柏
12/4・14・18・28
(布施新町)
10:00～15:00
10/18 11/15 12/20
ひだまりサロン寺山
13：00～15：00
寺山ふるさと会館
利根なごみの会
利根ふるさと会館

10/14 11/18 12/16
13：00～15：00

脳トレ・チャレンジの会
北柏町会ふるさと会館
脳トレ・かわせみの会
根戸近隣センター

10/5 11/2 12/7
10：00～12：00
10/25 11/22 12/27
10：00～12：00

二胡(にこ)～中国の伝統弦楽器。左手
の指で弦を押さえて音階をつくり、馬
のしっぽの毛を張った弓で、2 本の弦
を擦って音を出す。

―両面ご覧下さい―

社会福祉法人ワーナーホーム
柏市地域生活支援拠点事業所
たんぽぽセンターを訪問して
9 月 5 日、福祉事業部の部員が研修訪問しました。
厚生労働省は障がいのある方のための地域生活支援拠
点事業を促進しています。特に柏市は先駆的に取り組
んでいると注目されていますが、たんぽぽセンターは
柏で２番目にできた拠点事業所です。
障がいを持つ方やご家族などの緊急時の相談や受け
入れを行い、地域で暮らすための体験の機会や場所を
提供し、地域に向けて
は、皆様がスムーズに
連携できるように、
様々な体制つくりに
も取り組んでいます。
障がい者がいきいき
と、医療的ケアを必要
とする重度の障がい
をもつ子供たちも、笑
って友達と過ごせる施設でした。
施設長のお話に「障がい者にとって働きやすい場所は
健常者にとっても働きやすい」という言葉が印象的で、
障がいがあるなしに関わらず、共に支え合う地域支援
拠点の姿は、誰もが安心して暮らせる社会だと思いま
した。
【福祉事業部】

青少協 2018 サマースクール
8 月 25・26 日の一泊二日で開催！
今年は友だち作戦がテーマ。
手賀の丘少年自然の家で、
「まんぼう」こと元富勢小
教務主任の増田先生による、レクレーションゲームで
すぐに仲良くなり、夜は飯ごうでご飯を炊きカレー作
りをして宿泊。おしゃべりが楽しく「少ししか眠らなか
った」こともいい経験。
真夏の日差しのもと貸切バスで移動し、手賀沼フィ
ッシングセンターで柏カヌークラブの皆さんの指導に
よるカヌー体験とザリガニ釣り。
初めてカヌーに乗る人がほとんどでしたが、さすが
は富勢っ子。5 分もしないうちにすいすいと水上を楽し
んでいました。
「真っすぐ進まない～」
「暑い、つかれる」
などと口にはしても、みんな笑顔たっぷり。ザリガニは
活動がにぶく二匹しか釣れなかったよう。
柏市役所沼南庁舎で昼食のあと、プラバン作りや北柏
駅前と布施から出土した土器を実際に手に取り、縄文
と弥生の製法の違いなどを、学芸員であり青少協スタ
ッフの吉田さんから教授してもらいました。
キリンビール取手工場見学では、最新の技術と材料
や製法に対する職人のこだわりに感動の参加者。
「たくさんの友だちと話すことができたよ」との言葉
が、暑さでまいった青少協スタッフのよろこびになり
ました。 【柏市富勢地区青少年健全育成推進協議会】

「運動」を

幅広く・強力に進めていきます！
市立柏病院建替え問題

もともと老朽化に伴う病舎の建替えなのですから、
ここまで結論が引き延ばされること自体、大変不可
解なことです。私たちは今後とも、運動を幅広く・強
力に進めていく所存です。
のぼり旗も新調し、現状を踏まえたビラの作成と駅
頭や市内全域での配布活動を継続していきます。
病院・医療公社との連携を強化しながら、周辺地域
の皆さんと共に、早期建替えを目指して頑張ってい
きます。変わらぬご支援・ご協力、宜しくお願い致し
ます。
【総務部取材】

図書館だより

布施分館
根戸分館

７１３２－３１９３
７１３１－６０５３

布施分館 新刊図書の紹介
・教養の中国史
津田資久
・介護のストレスマネジメント
・棟居刑事の憤怒
・山岡鉄舟 決定版
・歌丸 不死鳥ひとり語り

遊戯室だより

井ノ口哲也
小野寺敦志
森村誠一
小島英記
桂 歌丸

電話 ７１３５－３９６０

☆ ０才のじかん
10 月 3 日 10 日 17 日 24 日 31 日 各水曜日
13：30～15：00
対象：０歳児と保護者 直接どうぞ
内容：０歳児と保護者を対象にした、親と子の交
流・情報交換の場です。
☆ なかよし広場
10 月 9 日(火) 10 月 23 日(火) 10:00～11:45
対象：乳幼児と保護者 直接どうぞ
内容：乳幼児と保護者を対象にした，親と子の交
流や情報交換の場です。手遊びや体操など
も行います。
☆「２人のマジックショー」
11 月 23 日（金）13：00～14：30
場所：布施近隣センター１階，和室１・２
対象：どなたでも（未就学児は保護者同伴）
内容：２人のマジシャンによる，ハラハラドキ
ドキのショーです。
申込：直接どうぞ（先着５０人，無料）
☆印→予約なし
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 月はお休みです 遊戯室
・根戸近隣センター(根戸分館)
10 月 5 日(金) 11 月 2 日(金)10:30～ 和室 1
10 月 20 日(土) 10:30～ 会議室Ａ
当日会場にお越しください。
―両面ご覧下さい―

