
一世帯につき一枚お取りください  両面ご覧下さい 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

本年もご利用お待ちしております 

新年を迎え、富勢ちいき♡いきいきセンターが開設し

て７ケ月が経過しました。昨年は地域の皆様が集まる

場所にお伺いする機会を多く頂き、少しずつですが当

センターの利用・相談件数の増加を実感しております。 
 今年も福祉の身近な相談窓口として、より一層の力

を入れて取り組んで参ります。また、2 月 21 日(水)に
は介護保険と地域の支えあいをテーマにした講座を根

戸近隣センターにて開催予定です。詳細は 1 月より回

覧されますミニコミ誌「ちいき」をご覧下さい。新年

初めての講座となります。多くの方のご参加をお待ち

しております。 
今年も富勢地域の皆様のお役に立てるセンターとし

て、頑張ってまいります。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 階ロビー内 

 
左から鈴木 齋藤 小野 佐藤 松田 

【柏市社協 富勢ちいき♡いきいきセンター】 

ショートコントで 

詐欺などの被害防止を 

コントで解りやすく、詐欺の事例・対策を楽しく学ぶ

ことができる出前講座を開催します。 
日時：2 月 18 日(日) 13:30 受付 
場所：根戸近隣センター 体育館 
出場劇団：「コント de げき隊」  

NPO 法人 市川市民文化ネットワーク 
費用：無料 当日会場にお越し下さい。 
問合せ：０７０－６４０１－xxxx 

岩淵 (宿連寺町会長) 
【防災防犯部】 

 

 
 
 
 
 

救命講習会開催 
毎年恒例の講習会を開催します。心肺蘇生法や AED

の体験は、何度も行うことでイザという時に役に立ち

ます。11 日まで受け付けます。参加希望は、町会・自

治会を通して申し込んで下さい。 
日時：1 月 21 日(日) 9:00～12:00 
場所：布施近隣センター 和室 

【富勢地区自主防災防犯会】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

※お知らせ 

ふれあいサロンもみのき(市営北柏 D 棟集会所)は、会

場の都合により 1 月から 3 月までお休みです。  
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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) 

富勢の行事 
 

皆様、健やかな新年をお迎えのこととお慶び申し上げます 
ふるさと協議会の行事は、10 月に衆議院議員・柏市長選挙の同時投票日とぶつかり、

三世代ふれあい体育祭を中止した他は、無事滞りなく終えることができました。また、

布施近隣センターに新しく、富勢ちいき♡いきいきセンターが開設され、共に活動する

ことになりました。本年もどうぞよろしくお願い申しあげます。  会 長 後藤 敏 

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 10 日(水) 12:00～15:00 
✭13:00～吟詠と落語 
2 月 7 日(水)12:00～15:00 
★13:00～マンドリン&ギター 

マジック 
珈琲・紅茶・昆布茶 各 100 円 

移動交番 
【柏警察署】 

1 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】 

1 月 19 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】 

1 月 20 日(土) 19:00～ 
布施近隣センター和室 

救命講習会 
【地区自主防災防犯会】 

1 月 21 日(日) 9:00～12:00 
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】 

1 月はお休みです  
2 月 13 日(火) 10：00～11：30 

富勢西小学校 
1 月 18 日(木)2 月 15 日(木) 

 10：00～11：30 
わらび（北柏駅前保育園） 

1 月 19 日(金)2 月 16 日(金)  
10：00～11：30 

富勢東小学校 
 
1 月 9 日(火) 2 月 6 日(火) 

10：00～11：30 
根戸近隣センター 
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共に手を取り合って！ 

市立柏病院建替え問題に、地域として取り組み始めて

今年で 5 年目を迎えます。その間富勢地域だけでなく、

周辺地域を含めて、多くの住民、市民の皆さんの理解

を得て、少なくとも病院移転という最悪の事態をまぬ

がれる事が出来ました。残るは現在地での早期建替え

を果たすだけです。 

市立柏病院現地に早期建替え 

本紙 12 月号でもお伝えしたように、私たちは地域と

病院が相互に支え合う関係をより一層強めていくため

に、地域として手始めに、病院敷地内の美化運動に取

り組んでいくこととし、既に具体的な作業を実施した

ところです。そうした中で気がついたことは、病院の

医師、看護師或いは関係職員の方たちが、この老朽化

した病院建物の一日でも早い建替えを心待ちにしてい

るということです。 
私たち利用者も同様にそれを願ってきたのですから、

これからは両者が互いに手を取り合い、協力し合って

いくことが肝要なことと考えます。 
今回の美化運動だけではなく、市立柏病院に地域とし

て何が出来るのか、これから皆さんと共に考えいろい

ろ提案していきたいと思います。これまで以上のご支

援・ご協力を、何とぞ宜しくお願い申し上げます。 

あけぼの山公園に植樹 
【総務部 取材】 

柏市では民生委員制度創立 100 周年を記念し、昨年

11 月に公園の一角に 3 本の陽光桜（ヨウコウザクラ）

を、山口正美富勢地区民

生委員児童委員会長が参

加し、植樹しました。 
この桜は、ある教師が戦

争で亡くなった教え子の

鎮魂のために作ったこと

から平和のシンボルとさ

れており、ソメイヨシノ

に先駆けて咲き、花の色

が濃く大きいのが特徴です。平和に満ちた穏やかな花

を咲かせてくれることでしょう。一足早い春を楽しん

でみてはいかがですか。   【民生委員・児童委員】 

小さなよろこび 

地域の健康に関する活動をしている中で、「集い」や

「サロン」に参加くださっているお母さんたちからス

ーパーや街中でお声をかけられたり、成長したお子さ

んと再び会えたりするのはとてもうれしいことです。 

【柏市民健康づくり推進員】 
 

富勢ウォーキングマップの配布 

富勢地域の名所・旧跡を散策できるマップを作成しまし

た。A3 判両面印刷で地図と名所の解説も載っています。 
布施近隣センターの印刷協力をいただき、1 月末～3 月

までに、富勢地域全戸に配布を予定しています。 
どうぞ、お楽しみに。           【総務部】 

冬の風物詩 

当日、どなたでも参加できます。 

・あわんとり…1 月 14 日(日）雨天 21日(日) 
15:00 点火予定 

場所：布施弁天裏トマトハウス裏 

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】 

・布施弁天の豆まき…2 月 4 日（日） 
13:30～と 15:30～の 2 回 
場所：布施弁天境内     【布施弁天】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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

休館日のお知らせ 

年末年始 布施分館・根戸分館 
12 月 28 日(木)～30 年 1 月 4 日(木) 

臨時休館(蔵書点検による) 
布施分館 30 年 1 月 29 日～2 月 5 日 
根戸分館 30 年 2 月 19 日～2 月 26 日 

遊戯室だより  電話 ７１３５－３９６０ 
☆0 才のじかん 

1 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、情報交換などを楽しみま

しょう。  
☆なかよし広場 スペシャル 

(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：親子で交流しながら、簡単な工作、歌

を楽しみます。 
✭おやつを作ろう！チョコブラウニー 

2 月 3 日(土) 9:45～12:00 
対象：小学生以上 先着 15 人 
バレンタインスイーツをみんなで作って食べ

ます。 
参加費：150 円 
申込み：1/16(火)から 13:30~17:00 電話で 
 

 
 
 
 

おはなし会だより 
・布施近隣センター (布施分館)  

1 月 20 日(土) 15:00～遊戯室 
・根戸近隣センター(根戸分館) 

1 月 12 日(金) 2 月 2 日(金) 10:30～和室 
1 月 20 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」1/15 号で確認を 
休室日は布施近隣センター休日に同じ 
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在宅医療の課題について 

地区懇談会開催ご案内  

地区懇談会では、各町会・自治会をベースに、それ

ぞれの住民が、行政その他関係機関とも手を携えて、

支え合う場づくりに取り組んでまいりました。今回は

富勢地域でも在宅医療に取り組んでいる「くわのクリ

ニック」の桑野院長のお話をお聞きしてから、在宅医

療の課題について検討していきます。 
下記日程で開催いたしますので、皆様のご参加をお

願いいたします。 
開催日時：2 月 17 日(土) 15：30～17：30 
開催場所：布施近隣センター会議室 
検討課題：在宅医療を支える体制について 

桑野院長による基調講演の後、グループ毎の 
意見を交換します       【福祉事業部】 

“ギャラリーとみせ”オープン迫る！ 

～小さなコミュニティの場～ 

布施近隣センターロビーで、市民が作品を展示する 
”ギャラリーとみせ”です。 

3 月７日「サロン ド とみせ」開催にあわせて、オー

プン記念展示できるように、壁面の改修や展示ボード

等の設置を進めています。 
市内の個人や小サークルで発表の場が少ない方々に

自作の絵画，写真，手工芸などを展示して頂き，毎月

第１水曜開催の「サロンドとみせ」で作品紹介をしな

がら、地域の皆さんと交流を図っていただくものです。

作品の一部はサロン開催後も展示します。 
オープニング展示は，「富勢の昔と今」を写真や埋蔵

品で楽しんでいただきます。どうぞご参加ください。 
作品展示のご相談は、電話 7132-3100 へ、４月より

受けつけます。        【布施近隣センター】 

(作品展示の様子=模型図=) 

 

 

 

 

今年もやります 「ふるさと富勢ウオーク」 

開催日 平成 30 年 3 月 24 日（土） 
集合場所 高野台公園 
集合時間 午前 9 時 30 分受付開始 

詳細およびウォーキングコースは３月号で発表致し

ます。ご期待下さい。        【体育部】 
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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) 

富勢の行事 
サロン ド とみせ 
布施近隣センター 

【ふるさと協議会】 

2 月 7 日(水)12：00～15：00 
★13：00～ マンドリン＆ 

ギター・マジック 
3 月 7 日(水)12：00～15：00 
★13：00～ 三味線弾き語り 

移動交番 
【柏警察署】 

2 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】 

2 月 16 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】 

2 月 17 日(土)19:00～ 
布施近隣センター和室 

コント DE げき隊 
【防災防犯部】 

2 月 18 日(日) 13:30 受付 
根戸近隣センター体育館 

詳細は前月号参照 

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 

会場の都合により 
3 月までお休みです 

サロン さんげつ 
北柏町会 ふるさと会館 

2 月 19 日(月) 
3 月 19 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 19 日(月) 
3 月 19 日(月) 

10：00～12：00 
三木の会 
ウィンザーハイム北柏 

集会室 

2 月 15 日(木) 
3 月 15 日(木） 

10：00～12：00 
一休  

前原町会会館 
2 月 5・19 日(月) 
3 月 5・19 日(月) 

12：30～15：30 
森のサロン・きらら 

歩論館 （北柏 2 丁目） 
2 月 6・20 日(火) 
3 月 6・20 日(火) 

12：00～15：00 
ワンデー カフェ 

コープ野村集会所 
2 月 8・22 日(木） 
3 月 8・22 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 

2 月 6・9・20・23 日 
3 月 6・9・20・23 日 

10:00～15:00 
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私たちに何が出来るか 市立柏病院へ 

市立柏病院現地建替え運動も 5 年目に入りました。 
4 年前の今頃は、移転反対、現地建替えを訴えての署名

運動を展開し、平成 26 年 4 月に 1 万 7 千人分の署名

を秋山市長に手渡しました。それから 4 年、柏の葉へ

の移転は無くなりましたが、秋山市長は現地建替えと

は明言せず、健康福祉審議会で、病院の在り方から審

議するようになりました。 
審議会では、老朽化に伴う病院は早期に建替えが必

要との文言が織り込まれましたが、①ベッド稼働率を

平成３０年度に８０％、②小児医療に関して、小児専

門医の確保及び小児入院施設の確保という、二つの条

件がつけられました。さらに、答申書には現地建替え

は入っておりません。これらの条件をクリアすること

は、地域住民にできることではありません、とにかく

市立病院に努力して頂くことしかありません。柏市立

柏病院は、柏市が設置し、指定管理者である「柏市医

療公社」が管理運営しています。 
今後、私たち地域住民の運動としては、病院美化をは

じめ、他にできるようなことを市、公社と協議・検討

しながら、進めていくことだと思います。皆さまのご

協力をよろしくお願い致します。 【総務部 取材】 

千葉県柏児童相談所を訪ねて 

民生委員女性児童福祉部会の部員が、研修の一環で

昨年 12 月 8 日に、千葉県柏児童相談所を訪ねました。

同相談所は、柏市をはじめ流山市・我孫子市・松戸市・

野田市の 5 市を担当しています。 
児童相談所では 0 歳から 18 歳未満の子供について

様々な相談を受けています。例えば 
①性格・行動・しつけ  ②言葉やからだの発達の遅れ 
③不登校・いじめ  ④非行 ⑤養育上の問題  
⑥自分の子供を可愛いと思えない  
⑦養育者から拒否されたこと  
⑧里親になりたいこと などです。 
近年、様々な形で児童虐待が行われています。具体的

には①ネグレクト（育児放棄、怠慢） ②身体的虐待  
③心理的虐待  ④性的虐待 があります。 
これらの虐待は繰り返されているのが現状です。児童

相談所ではそれぞれの事象に対して、様々な専門家と

協議して治療のための通所や一時保護をします。 
虐待は家庭内で行われるため発見するのが難しく、

対応の遅れが問題になります。地域の子供たちを見守

るために普段より子供たちに声をかけるおせっかいお

ばさん、おじさんになることが大切です。 
児童相談窓口 

千葉県柏児童相談所 
柏市根戸 445 -12   04-7134-4152 

柏市役所こども福祉課 家庭児童相談室  
 柏市役所別館 3 階   04-7167-1458 

柏市社会福祉協議会 富勢ちいき♡いきいきセンター 
（布施近隣センター内）  04-7128-9871 

【民生委員児童委員】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図書館だより 布施分館 ７１３２－３１９３ 

根戸分館 ７１３１－６０５３ 

本館では、ブックスタートボランティアを募集して
います。柏市子育て支援事業として、1 歳 6 か月児 
健康診査の会場受診親子さんに、絵本を介して、親子
で楽しむ、ふれあいの時間の大切さを、お伝えする活
動です。 
募集対象：市内在住、年齢・性別問いません 
活動日時：火・水・木・金ごとの班編成で、 

月 1、2 回程度 12:30～16:00 頃まで 
活動場所：ウェルネス柏 

問合せ先  図書館本館 04－7164－5346 

遊戯室だより  電話 ７１３５－３９６０ 

☆0 才のじかん 
2 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) 
親子で交流し、おともだちを作りませんか？ 

☆なかよし広場 
2 月 20 日(火)  10:00～11:45 

対象：0～3 歳児と保護者 (直接どうぞ) 
親子で交流したり、情報交換する場です。 

手遊び、体操もあります。 
★おやつを作ろう！チョコブラウニー 

2 月 3 日(土)  9:45～12:00 
対象：小学生  先着 15 人 
バレンタインスウィーツを作って 

みんなで食べます。  
申し込み 受付中 参加費：150 円 

★ひなまつり 
3 月 1 日(木)  10:30～11:30 
対象：乳幼児と保護者 先着 15 組 
申し込み 2 月 2 日(金) 13:30～ 
ひなまつりの簡単な工作や歌を楽しみます。 

 
 
 
 

おはなし会だより 

・布施近隣センター (布施分館)  
2 月お休み   遊戯室 

・根戸近隣センター(根戸分館) 
2 月 2 日(金) 3 月 2 日(金) 10:30～ 和室 
2 月 17 日(土)  10:30～ 2Ｆ会議室Ｂ 

当日会場にお越しください。 

☆印→予約なし 
✭印→予約有り 広報「かしわ」1/15 2/1 号で確認 

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 

 
 
 
 
 
 

富勢の昔の春を探しに！ 
富勢ふるさとウォーク 

例年になく寒さが厳しく春が

待ち遠しいところですが、今年

は「富勢地域ウォーキングマッ

プ」(右記参照)を参考に春を求める散策コースにしまし

た。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  3 月 24 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 9：30 出発：午前 10：00 
・コース 高野台公園→前原埋立地跡公園→布施城址

石碑→七里ヶ渡跡→小林一茶文碑→布施近

隣センター  
・特 典 完歩賞、美味しいお汁粉がまっています！ 
・問い合せ 7131－1820 又は 090－7813－4189 

体育部長 坂巻 勝 
【主催：体育部 協力：健康づくり推進員】 

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。 
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    連絡先：塚本 ☎7132－8851 

毎月１回 第２火曜日 9:00～ 布施近隣センターで

手作りのお弁当を調理するボランティアです。 
★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 ☎080－3094－7731 

布施 ☎090－7402－7873   【総務部】 
 

 

富勢地域ウォーキングマップを配布！ 

当協議会では，地域のウォーキングマップ（Ａ３

版両面カラー刷り）を作成しました。地域の文化財

満載で富勢の魅力を紹介しています。ふるさと富勢

３月号に合わせてお届けします。これから暖かさを

増す春には，お近くをウォーキングして，健康づく

りにもお役立てください。      【総務部】 
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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】 

3 月 13 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 15 日(木)10：00～11：30 
4 月 19 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 20 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 6 日(火)10：00～11：30 
4 月 10 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】 

3 月 7 日(水)12:00～15:00 
★13:00～三味線弾き語り 
4月 4日(水) 12:00～15:00  

★イベント企画中 
珈琲・紅茶・昆布茶 100 円 

移動交番 
【柏警察署】 

3 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】 

3 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】 

3 月 17 日(土)19:00～ 
布施近隣センター和室 

富勢ふるさとウォーク 
【体育部】 

3 月 24 日(土)   
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 

地区懇談会開催：在宅医療の課題を討議 

 2 月 17 日、富勢地区懇談会で「在宅医療」の課題を

討議しました。最初に、富勢地区でも在宅医療に取り

組んでいる、豊四季団地内「くわのクリニック」桑野

院長に「在宅医療とは何か」というテーマで講演して

いただき、質疑応答を経た後に、討議に入りました。 
在宅医療というテーマは、なにか遠い話のように思わ

れがちですが、いつ、私たちに降りかかってくるかわ

からず、一旦現実となると、どのように対処したら良

いか戸惑ってしまう極めて深刻な問題です。今回は、

そのとっかかりとし、基本的な問題を取上げてもらい

ましたが、機会を見て、さらに掘り下げた討議へと深

めていきたいと思っております。【福祉事業部】 

市立柏病院野坂院長と初めての話し合い 

 市立柏病院現地建替え対策委員会が発足して、初め

て市立病院の野坂院長と地域住民代表の話し合いが実

現しました。2 月 15 日(木)午後２時、市立病院にて、

病院側は、野坂院長、吉田事務部長、および柏市医療

公社佐藤理事、小倉課長、阿部副参事の５名で、住民

側は富勢から７名、松ヶ崎、松葉町、東花野井から各

１名が参加しました。 
「この病院移転問題が始まり、５年目となり早期現

地建て替え実現で、安心して暮らせる環境にして欲し

い」「市立病院までの交通インフラの整備を実現して欲

しい」等を要望しましたが、市側からは明確な回答は

ありませんでした。 
野坂院長からは、審議会の答申書で示された２条件

に関して、①ベッド稼働率は 29 年度は約 76％の状態を

30 年度には 80％にするために、今まで以上の改善や努

力が必要。②小児科の医師の招へいは積極的に動いて

おり、良い感触を得ているとの説明でした。 
最後に、柏市立柏病院広報紙「かし和」が、病院内、

近隣センターにあり、是非見てほしいとの事でした。 
「かし和」30 年１月号（年４回発行）の野坂院長挨拶

では、『柏市の審議会では、現地での病院建替えの方向

性も示されましたが、竣工するには５年以上先と考え

られます。それまでは黒字経営を維持しながら現在の

施設を工夫して使ってまいります。不備な点や改善方

法など、様々なご意見を「みなさまの声」の投書箱に

お寄せ下さい。』（原文のまま） 
今後、市立病院現地早期建替えを目指し活動します。

ご協力よろしくお願い致します。【総務部取材】 

『ふるさと富勢』が皆さんの身近に!! 
従来の文字入力検索の他に、スマホで右記の

QR コードからも検索できます。ご利用下さ

い！【総務部】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 恩田 陸 

・マスカレード・ナイト 東野 圭吾 

・九十歳。何がめでたい 佐藤 愛子 

・おらおらでひとりでいぐも 若竹 千佐子 

・この世の春 上・下 宮部 みゆき 

遊戯室だより  電話 ７１３５－３９６０ 
☆0 才のじかん 

3 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：情報交換など楽しい時間を過ごします。 
※4月からは毎週水曜日 13:30～15:00になります  

☆なかよし広場 
3 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：異年齢児と交流し情報交換を楽しみま

す。※4 月からは第 2,4 火曜日になります  
★ふせ☆フェスタ 
 3 月 2 6 日(月)  13:00～14:30 

対象：乳幼児～中学生 先着 50 人 
未就学者は保護者同伴 

内容：プラバン作り、おみせやさんごっこ、ゲ

ームコーナー、パフォーマンス鑑賞など

を楽しみます  
受付：3 月 2 日(金) 13:30～ 

★ふせ☆フェスタ 子ども実行委員募集 
「ふせフェスタ」企画・運営を行いフェスタを

盛り上げ楽しみます。 
・3 月 17 日(土) 9:30～11:30 
・3 月 25 日(日) 9:30～11:30 
・3 月 26 日(月) 12:00～15:30 
対象：小学 3 年生以上 先着 12 人 
受付：3 月 3 日(土) 13:30～ 

★ふせ☆フェスタ パフォーマンス参加者募集 
「ふせフェスタ」で歌やダンス・手品など得意

な 
事、好きな事を皆の前で発表してみませんか？ 
3 月 2 6 日(月)  13:00～14:30 
対象：小学生～18 歳 先着 5 組(個人又はグループ) 
受付：3 月 3 日(土) 13:30～ 
☆なかよし広場 (スペシャル) 
    みんなでつくろう！こいのぼり   

4 月 24 日(火)  10:00～11:45 
対象：乳幼児と保護者 15 組 (直接どうぞ) 
内容：みんなと交流しながら簡単な工作，うた

など季節の事業を楽しみます。  おはなし会だより  当日会場にお越し下さい 
・布施近隣センター (布施分館)  

3 月 17 日(土) 15:00～ 遊戯室 
・根戸近隣センター(根戸分館) 

3 月 2 日(金) 4 月 6 日(金) 10:30～ 和室 
3 月 17 日(土)  10:30～ 会議室Ｂ 

 

☆印→予約無し  ★印→予約有り  
詳細と申込方法は「広報かしわ」2/1、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 
 



―両面ご覧下さい― 

 

 

 

 

 

 

「ひだまりサロン寺山」オープン！！ 

待望のサロンが 3 月 15 日(木)寺山ふるさと会館で開

催され、約 50 名のお客様でにぎわいました。地元、寺

山町会会員のほか、近隣町会からも多勢のお客様が駆

けつけ、社会福祉協議会・富勢地域ふるさと協議会・民

生委員等の関係者も多く集まり、盛大なオープンセレ

モニーが実施されました。 
参加した皆さまは「マジックショー」「ハーモニカ演奏」

で楽しんだ後、健康体操、脳トレ体操でリフレッシュし

ました。 
※今後の「ひだまりサロン寺山」の開催要項 
開催日時：毎月第 3 木曜日 午後 1 時～3 時 
場所  ：寺山ふるさと会館 
参加会費：100 円 

 コーヒー・紅茶・昆布茶・各お菓子付 
寺山町会以外の方々特に近隣町会の皆様ぜひお気軽に

遊びに来て下さい。 
スタッフ一同お待ちしております。  【寺山町会】 

「声かけ訪問」が始まります 

毎年恒例になっております民生委員

による「声かけ訪問」を 5 月 15 日か

ら 6 月末にかけて実施します。 

今年は、柏市の方針で 75 歳以上の方

への訪問となりました。お困りごとなどがありました

ら民生委員が訪問した際にご相談ください。宜しくお

願いします。           【福祉事業部】 

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

ある方との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】 
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富勢地区ふれあいサロン 

もみのき  
市営北柏 D 棟集会所 

4 月 11・25 日(水) 
5 月 9・23 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 16 日(月) 
5 月 21 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 16 日(月) 
5 月 21 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 19 日(木) 
5 月 17 日(木） 

10：00～12：00 
一休  

前原町会会館 
4 月 2・16 日(月) 
5 月 7・21 日(月) 

12：30～15：00 
森のサロン・きらら 

歩論館 （北柏 2 丁目） 
4 月 3・17 日(火) 
5 月 1・15 日(火) 

12：00～15：00 
ワンデー カフェ 

コープ野村集会所 
4 月 12・26 日(木） 
5 月 10・24 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 

4 月 3・13・17・27 日 
5 月 1・11・15・25 日 

10:00～15:00 

 

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 4 日(水) 12:00～15:00 

★ハーモニカ演奏 
5 月 2 日(水) 12:00～15:00 
★イベント企画中 
珈琲・紅茶・昆布茶 100 円 

移動交番 
【柏警察署】 

4 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】 

4 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】 

4 月 21 日(土)19:00～ 
布施近隣センター和室 

ゆうゆう会 
【福祉事業部】 

4 月 20 日(金)  5 会場で開催 
関係者に個別に通知済 

グランドゴルフ大会 
【体育部】 

6 月 2 日(土）8:30～ 
詳細次月号に掲載 



―両面ご覧下さい― 

建替えをきっかけに 地域と病院が 

－ 協働で作り上げる新しい病院 － 

3 月議会一般質問が 3 月 2 日に始まり、病院問題に

関しては 6 人の議員が、市長に対し、その後の経過確認

や質問をしました。病床稼働率は本年 1 月で 76.1％、

小児科医師もこの 4 月以降 2 名の常勤医師確保が予定

されているとのことでした。市長は相変わらず 30 年度

の経過を見た上で建替え決定の判断をするとしか言っ

ていませんが、病院や医療公社の努力で審議会から示

された「条件」達成に向け、最大限の努力が続けられて

います。 
 そもそも現在地から病院が無くなってしまえば、我

孫子市西部地区を含む柏市の東北部（国道 16 号線の東

側、同 6 号線の北側）地域の医療体制は、崩壊に値する

状況となります。現在でさえ当該地域の医療機関は、他

地域のそれに比して希薄化していると指摘されてきて

もいたところです。 
 私たちは、市立柏病院が今回の建替えを機に、これま

で以上に地域と病院が日常的にその関係を強め、相互

に支え合いながら時代の要請に沿った機能の拡充を果

たしていくことができれば、そのことによって市民全

体にとってもより利用し易い病院へとレベルアップし

ていくものと確信しています。 
 私たち自身が、医療公社との協働で既に取り組み始

めた病院の美化運動、病院並びに医療公社が企画する

健康或いはフレイル予防講座などへの協力・参加、更に

は、地域と病院とが定期的に意見交換の場を持ちつつ

互いに理解を深め合っていく、このような地域と病院

の相互協力によって新しい病院の建設が進められてい

けばよいと思っています。   【総務部取材】 
 

晴天に恵まれた”富勢ふるさとウォーク” 

3 月 24 日に開催した”富勢ふるさとウォーク”は、晴

天にも恵まれ約 100 名の方々の参加がありました。10
時に高野台公園を出発、はじめに前原町会の埋立跡地

公園へ、河津桜は終わっておりましたが、色々な花が

咲いていて、また公園から筑波山や広い田んぼを見て

「気持ちも本当に落ち着いた」との感想がありまし

た。そこから、布施城跡の石碑へ、感想は「布施にお

城があったんだ」でした。 
堤防沿いに布施弁天方向へ、そこから利根川本流を目

指し、七里ヶ渡しの石碑を見て、今度はさくら山へ登

り小林一茶の碑を見て、布施近隣セ

ンターへゴールしました。 
今回は多少距離が長くなってきつ

かったとは思いましたが、はじめて

見るものも多かったので楽しんでい

ただけたかと思います。布施近隣セ

ンターでのお汁粉を堪能して解散致

しました。皆さんご参加、誠にあり

がとうございました。【体育部】 

 

 

 

 

 

 

 

 

前原町会埋立跡地公園 

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 

・わが妹、ヴァージニア  スーザン・セラーズ 

・Q&A 発達障害・うつ・ハラスメントの労務対応 

布施 直春 

・子育てしながら建築を仕事にする 

成瀬 友梨 

・希望のごはん      クリコ 

・春の消息        柳 美里 佐藤弘夫 

遊戯室だより  電話 ７１３５－３９６０ 

☆0 才のじかん 
4 月 4 日(水)・11 日(水)・18 日(水)・25 日(水)  
 13:30～15:00 
対象：0 歳児と保護者 (直接どうぞ) 
内容：ママと赤ちゃんがつどい、おしゃべり

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 
4 月 10 日(火)  10:00～11:45 
対象：0～3 歳児と保護者 (直接どうぞ) 
内容：親子の交流の場です。みんなで手遊び、

体操なども楽しみましょう 

☆なかよし広場 スペシャル 
みんなでつくろう こいのぼり！ 

4 月 24 日(火)  10:00～11:45 
対象：0～3 歳児と保護者 (直接どうぞ) 
内容：親子で交流しながら、簡単な季節の工作、

歌などを楽しみます 
 
 
 
 

おはなし会だより 

・布施近隣センター (布施分館)  
4 月お休み 
5 月 19 日(土) 15：00～遊戯室 

・根戸近隣センター(根戸分館) 
4 月 6 日(金) 5 月 11 日(金) 10:30～ 和室 
4 月 21 日(土)  10:30～ 会議室Ａ 

当日会場にお越しください。 

ホームページ 

QR コード 

 

☆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 



―両面ご覧下さい― 

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】 

 

 

 

 

 

「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

手伝いする生活支援や、皆が集まり交流ができるサロ

ンがありますが、ご近所同士で顔見知りになることが

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。 

先月号より富勢の支えあいのキャッチコピー 

が掲載され

ています。自

分にできる支えあいは何か、考えてみませんか。 

 

 

 

 

 

※ さろん一休（前原会館）は、5 月より毎週月曜

日 12：00～15：00 変更となります。 

よろしくお願い致します。  【福祉事業部】 

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 2 日(水) 12:00～15:00 

★イベント お休みです 

6 月 6 日(水) 12:00～15:00 

★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 

【福祉事業部】 
5 月 18 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 19 日(土)19:00～ 

布施近隣センター和室 

定期総会 

【総務部】 

5 月 26 日(土) 13:30～ 

左記記事参照 

ゴミゼロ運動 

【柏市】【環境部】 

5 月 27 日（日）8:30～ 

 左記記事参照 

グランドゴルフ大会 

【体育部】 

6 月 2 日(土）8:30～ 

左記記事参照 

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 

地域健康保険課】 

5 月はお休みです  

6/12 7/10(火)10：00～11：30 

富勢西小学校 

5/17 6/21 7/19 (木) 

 10：00～11：30 

わらび（北柏駅前保育園） 

5/18 6/22 7/20 (金)  

10：00～11：30 

富勢東小学校 

 

5/8 6/5 7/3 (火) 

10：00～11：30 

根戸近隣センター 

 

 

 

 

問い合わせ 

支えあい推進員  光城 080-3434-4001 

いきいきセンター 小野  04-7128-9871 

【富勢地域支えあい推進員 

富勢ちいき♡いきいきセンター】 
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―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】 

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 

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 

 

 

 

 

 

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。 

☆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 

 



―両面ご覧下さい― 

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 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

=昨年のコンテスト出場の様子= 

 

 

 

 

 

 

  

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 6 日(水) 12:00～15:00 

★イベント 健康体操 

7 月 4 日(水) 12:00～15:00 

★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】 

6 月 2 日(土）8:30～ 

あけぼの山公園 

移動交番 

【柏警察署】 
6 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】 
6 月 15 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 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  

三富医院 3階会議室 

6/18 7/9 8月お休み 

10：00～12：00 

もみのき 

市営 D棟集会所 

6/13・27 7/11・25 8/8・22 

12：00～15：00 

サロン さんげつ 

北柏町会 ふるさと会館 

6/18 7/16 8月お休み 

13：00～15：00 

三木の会   ウィンザー 

ハイム北柏集会所 

6/21 7/19 8/16 

10：00～12：00 

サロン 一休  

前原会館 

6/4・18 7/2 8/6・20 

12：00～15：00 

ワンデー カフェ 

コープ野村集会所 

6/13・27 7/12・26 8/9・23 

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】 
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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】 



―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

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】 

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      予約数(所蔵数) 

蜜蜂と遠雷 恩田 睦 558(25) 

かがみの孤城 辻村 深月 433(17) 

マスカレード・ナイト 東野 圭吾 306(20) 

おらおらでひとりいぐも 若竹 千佐子 281(24) 

屍人荘の殺人 今村 昌弘 218(19) 

遊戯室だより  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 

 

 

 

 

 

 

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。 

☆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 



―両面ご覧下さい― 

市立柏病院が「地域講座」を開設 
当協議会で全面的に協力！ 

市立柏病院建替え問題は、6 月議会でも引き続き審議

が重ねられました。市長の建替え時期などの答弁は、相

変わらずあいまいですが、前年度の「審議会」で示され

た建替え 2 条件は、市長議会報告で、①病床稼働率、29

年度で 75％は 2％以上のクリア②小児医療の体制拡充

も、本年 4 月以降常勤小児科医師 2 人増員を確保する

などの進展が明らかにされました。 

現地建替え対策委員会の運動は、病院と地域住民の強

固な関係を築いて、市民全体、更に医療圏域住民にとっ

て、より良い病院にするために、相互に努力を重ねてい

くことを趣旨としてきました。 

この度、市立柏病院・医療公社より、病院と地域の相

互理解を深めていくことをめざし、病院の医師、看護師

が講師となり、病気予防や治療法などの地域講座を開

設・その内容や進め方が示されました。実施に当たり、

講師と住民参加者が、ただ話す・聞くだけでなく、その

場で疑問が解決できる会合にするため、町会・自治会等

を中心に 10 人前後規模での実施が想定されています。 

当協議会は、これを地域全体で受け止め、実現のため、

早急に体制を整え、各町会・自治会宛資料文書と併せて

案内をしていくこととします。町会・自治会側も（役員

会中心に）、この趣旨が住民の皆さんに充分に理解され、

浸透していくよう努力して頂きたいと願っています。 

【総務部取材】 

 

 

日時：8 月 6 日(月) 10：00～11: 30 
場所：布施近隣センター 会議室 

対象：乳幼児～18 歳（未就学児は保護者同伴） 

申込：7 月 2 日(月) 13:30～電話で 先着 50 人 

内容：子どもたち、実行委員の企画した夏まつりと

おばけやしき、盛りだくさんの事業です。 

【布施遊戯室】 

募集：夏まつり実行委員 

日時 準備 7 月 27 日(金）9：30～11：30 

準備 8 月 3 日(金）9：30～11：30 

当日 8 月 6 日(月）9：00～12：00 

対象：小学 3 年生以上    先着 5 人 

申込：7 月 2 日(月) 14:00～電話で  

内容：夏☆フェスタ「夏まつり」の企画準備、当日の

会場作り、運営をしてもらいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

募集 おばけやしき実行委員 

日時：準備 7 月 30 日(月）9：30～11：30 

準備 8 月 5 日(日）13：30～16：00 

当日 8 月 6 日(月）9：00～12：00 

対象：小学 3 年生以上   先着 10 人 

申込：7 月 3 日(火) 13:30～電話で  

内容：夏☆フェスタでの「おばけやしき」の企画

準備、当日の会場作り、運営をしてもらいます。 
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夏☆フェスタ inふせ 

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 4 日(水) 12:00～15:00 

★イベント ウクレレ演奏 

8 月 1 日(水) 12:00～15:00 

★イベント フラダンス 

珈琲・紅茶・昆布茶 100 円 

移動交番 

【柏警察署】 

7 月 12 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 18 日(水)  

東京消防庁 立川防災館 

はらぺこさん 

【福祉事業部】 

7 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】 

今月はお休み  各町会の夏

祭り盆踊り大会に応援出場 

富勢地区ふれあいサロン(2 ヵ月に分割) 

子育てサロン(1 回)と交互に 3 ヵ月ごとに掲載 

森のサロン・きらら 

歩論館 （北柏 2丁目） 

7/3・17  8/7・21  9/4・18 

12：00～15：00 

ものがたり広場 

ものがたり訪問介護 

ステーションかしわ 

7/3・13・17・27 

8/7・10・21・24 

9/4・14・18・28 

10:00～15:00 

ひだまりサロン寺山 

寺山ふるさと会館 

7/19  8/16  9/20 

13：00～15：00 

脳トレ・チャレンジの会 

北柏町会ふるさと会館 

7/6  8/3  9/7 

10：00～12：00 

脳トレ・かわせみの会 

根戸近隣センター 

7/26  8/23  9/27 

10：00～12：00 

※おことわり サロン一休（前原会館）は 8月お休みです。 



―両面ご覧下さい― 

恒例 グランドゴルフ大会 盛況に開催！ 

6月 2日(土)あけぼの山公園に

て 19 チームが参加して腕を競

いました。今年の栄光は右記の

とおりです。おめでとうござい

ます！ 

【体育部・健康づくり推進員】 

 
  

 

 

 

 

 

トマトの会」会員募集！！ 
トマトの会をご存知ですか？ トマトの会は当協議

会福祉事業部のボランティアグループです。 

最近は、主に高齢の方や障がいのある

方等を訪問しての傾聴ボランティア

や、知的障がい者施設でのお手伝いな

どをしています。 

訪問先でお話をお聞きし、お喋りをし

て楽しいひと時を過ごし、元気をいただいて帰ってき

ています。二人一組での活動で秘密厳守です。地域のボ

ランティアとして、少しの時間をトマトの会に費やし

て下さいませんか？一緒に活動される方を募っていま

す。ご連絡お待ちしています。 

・冨田洋子 7133-5902 ・北野淑子 7133-1840 

もちろん支援を受けたい方も募集中です。 

支援ご希望の方は、ご相談下さい。 

・北柏地域包括支援センター 

・富勢ちいき♡いきいきセンター(布施近隣センター内) 

・地域の民生委員         【福祉事業部】 

町会巡回パトロールに付きそい 

富勢駐在所 叶谷警察官 
富勢駐在所に 6 年勤務した、内田駐在さんに替わり、 

叶谷俊彰(かなや としあき)駐在さんが、3 月 8 日に着

任しました。 

毎月、定期的に行われている布施新田・布施新町町会

の地域パトロールに、積極的に協力して頂いています。

奥様と小学 1 年の長男と 3 人家族とのことですが、3 カ

月過ぎて地域にもなじんできていると思います。今後

も富勢の安全を守ってくれる身近な警察官として、よ

ろしくお願い致します。      【防災防犯部】 

図書館だより  布施分館 ７１３２－３１９３ 

根戸分館 ７１３１－６０５３ 

青少年読書感想文全国コンクール課題図書 

詳細は布施・根戸分館に問い合わせを 

小学校低学年 きみ、なにがすき？ 課題数 4 

小学校中学年 森のおくから    課題数 4 

小学校高学年 奮闘するたすく    課題数 4 

中学校 一〇五度       課題数 3 

高等学校 いのちは贈り物    課題数 3 

遊戯室だより  電話 ７１３５－３９６０ 

☆0 才のじかん 

7 月 4 日(水)・11 日(水)  13:30～15:00 

対象：0 歳児と保護者 (直接どうぞ) 

内容：親子での交流の場です。お友だち作りを

してみませんか？ 

※7/18・25(水)及び 8 月の０才のじかんはお休

みとなります。 

☆なかよし広場 

7 月 10 日(火)・24 日(火) 10:00～11:45 

対象：乳幼児と保護者 (直接どうぞ) 

内容：親子での交流・情報交換の場です。 

   手あそび・体操なども行います。 

★夏休みクラフト教室「トールペイント」 

7 月 28 日(土)  9:30～11:30 

対象：小学生以上（３年生以下は保護者同伴）  

先着 20 人 

内容：木の型にペイントをして楽しみます。  

申込：7/17（火）午後 1：30～電話で 

参加費： 300 円 

 

 

 

 

 

おはなし会だより 

・布施近隣センター (布施分館)  

7 月 21 日(土) 15:00～遊戯室 

・根戸近隣センター(根戸分館) 

7 月 6 日(金)10:30～ 和室 1 8 月はお休みです。 

7 月 21 日(土)  10:30～ 会議室Ａ 

当日会場にお越しください。 

☆印→予約なし 

★印→予約有り 

広報「かしわ」7/1・7/15 号で確認を 

休室日は布施近隣センター休日に同じ 

団体の部 (6 人 1 組) 

優勝  根戸中町会 A 

準優勝 前原 A 

3 位  根戸中町会 B 

とみせ幼稚園で開催 
トマトルーム【0歳～2歳】に 

親子で遊びに来ませんか！？ 

日時：7 月 2 日（月）・6 日（金）・9 日（月） 

9 時～11 時 30 分 

わらべ歌で遊ぼう 見学会 

日時：7 月 11 日（水） 10 時～12 時 

  認定こども園とみせ幼稚園 柏市根戸 351-2 

  7131-6871    【寄稿根戸中町会】 

 

6/22 布施新田町会巡回パトロール 

 

 

個人の部(敬称略) 

優勝 小原花江 

布施新町町会C 

準優勝 東瀬洋子 

   前原町会 A 

3 位  高橋吉次 

   根戸中町会 A 



―両面ご覧下さい― 

「脳トレサロン」 

チャレンジの会・かわせみの会 

富勢地域では、現在 13会場でおしゃべりサロンの活

動をしています。今回は健康管理に力を入れているサ

ロン 2会場をご紹介します。 

ボランティアグルー

プ「なばな会」の運営支

援のもと、笑って脳ト

レ！歌って体操！をキ

ャッチフレーズに開催

しています。 

・簡単な運動で体力維持 

・歌いながらストレッチ 

・頭を使って認知症予防など、7～8 種類のエクササイ

ズを行っています。 

途中 20 分程度の休憩をし、

お茶とお菓子で後半の英気

を養います。新しい参加者も

少しずつ増えています。 

終わったあとには、充実感と

心地よい疲労感につつまれ

ます。         

 現在は、国立長寿医療研究

センターが開発した「ラダー」

という用具をつかってのコ

グニサイズ(脳と身体を同時

に動かす)に励んでいます。

笑って脳トレ！歌って体

操！のサロンを体験してみ

ませんか! 皆様の参加をお待ちしています。 

チャレンジの会：毎月第 1金曜日 

10：00～12：00 北柏町会ふるさと会館 

かわせみの会：毎月第 4木曜日 

10：00～12：00 根戸近隣センター2Ｆ会議室 

お知らせ 7 月号掲載の「ひだまりサロン寺山」

8月 16日はお休みになりました。 

【福祉事業部】 

 

 

 

 

 

 

いよいよ始動！ 

八朔相撲大会・三世代ふれあい体育祭 

本年も 10 月 6 日(土)に復活第 24 回八朔相撲大会お

よび 10 月 21 日(日)三世代ふれあい体育祭開催に向け

て、第一回実行委員会が 6月 28日に行われました。 

FIFAワールドカップの興奮を引き継ぎ、盛大に開催で

きるよう、実行委員一同張り切っております。出場者の

みならず、応援もよろしくお願い致します。 【総務部】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

富勢地域のつどい 子育てサロン 
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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】 

8月 1日(水) 12:00～15:00 

★イベント フラダンス 

9月 5日(水) 12:00～15:00 

★イベント ギター・ 

ウクレレ・キーボード演奏 

珈琲・紅茶・昆布茶 100円 

移動交番 

【柏警察署】 

8月 9日(木) 10:00～11:30 

布施近隣センター 

柏おどり練習 

【体育部】 

8月はお休みです  

 

はらぺこさん 

【福祉事業部】 

8月 4日(土)夏まつり 

12:00～14:00 

8月 17日(金)17:00～19:00 

布施近隣センター料理実習室 

 

はちのこ 

おしゃべり広場 

【福祉事業部】 

8月はお休みです  

9/11 10/9(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】 

8月はお休みです 

9/20 10/18(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】 

8月はお休みです 

9/21 ◎10/19 (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 

地域保険課】 

8/7 9/4 10/2 (火) 

10：00～11：30 

根戸近隣センター 

「ふせ」◎10/19は計測日、保健師さんが来ます 

♪♪おしゃべりでリフレッシュしよう 

友だち作りをして楽しく育児をしよう♪♪ 

誰でもどこでも参加自由 予約不要 無料 



―両面ご覧下さい― 

「地域講座」の開設に 早々の申し込み！！ 

市立柏病院が「地域講座」を開設、その内容・実施方

法・申し込み手続き等に関しては、前月(７月)号で簡単

にお知らせをしました。この間、各町会・自治会、その

他地域内の老人会・サロンを始め諸団体に対しても、柏

市医療公社から提供された諸資料と併せて配布並びに

説明会を開催し、それぞれの団体や・グループに当該講

座開設の主旨が充分に理解されるよう努力を重ねてき

ました。 

その甲斐あってか、地域講座事務局の医療公社管理

課には、既に 8月～9月にかけて、老人会やサロンから

具体的なテーマを指定し、日程を含めての実施申し込

みがなされてきています。また、当協議会事務局にも各

専門部として、開催時期や講師派遣の可能性等につい

ての問い合わせなど、当初予期した以上の反響が持ち

上ってもきています。 

病院と地域がこうした関係の中から、相互の理解が

深まり、共に支え合っていくことになれば、医療行為を

施す側（医師・看護師・薬剤師等）とこれを受ける側（患

者）との信頼関係も、より幅広く、強固なものとなって

行き、病院の運営や経営の在り方に好影響が得られる

ことが期待できるものと思われます。 

医療公社は、この「地域講座」を富勢地域だけでなく

松葉、高田・松ヶ崎、田中各地域でも拡大実施させてい

き、これら地域に根差した新たな二次救急病院へのス

テップアップを目指していこうとしています。 

「地域講座」を活用し、市立柏病院と地域との関係を、

より一層良好なものとしていきましょう。皆さんの協

力を期待しています。       【総務部取材】 

煙体験! えーッ出口はどこ? 

立川都民防災教育センター研修視察 

7月 18日(水) 各町会・自治会から 21名、会長以下

役員・委員 17名総勢 38名で立川の防災教育センター

に行ってきました。 

体験コーナーは、①防災ミニシアター②地震体験③

煙体験④応急救護訓練⑤消火訓練の 5つで、それぞれ

インストラクターつきで各 30分となりますが、今回

は①と③を体験学習しました。 

③煙体験では、数人単位で、非常灯の明かりの中を

施錠のされていないドアを探しながら、最終出口にた

どりつくという仕組みで、他では味わえない興奮を覚

えました。 

昼食は深大寺そばを堪能し、猛暑の神代植物園

を見学して帰りました。【富勢地区自主防災防犯会】 
 

 

煙体験の仕組

みと説明を聞

いてから実体

験 

 

 

皆さまの温かい支援を！ 
西日本豪雨災害への義援金 

思いがけない広範囲に被害が広がっています。少し

でもお役に立てばと思い、募金箱を設置しました。 

設置場所 布施近隣センター事務所受付カウンター 

設置期間 7月 30日(月)～9月 30日(日） 

義援金は全額を、柏市を通じて、日本赤十字社に寄

付します。その結果については、11 月号の本誌で

報告します。 

布施近隣センターにお越しの際は、いくらでも構い

ません。是非ご協力をお願い致します。 

【福祉事業部 総務部】 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図書館だより  布施分館 ７１３２－３１９３ 

根戸分館 ７１３１－６０５３ 

2018年 柏市推奨「読んでみませんか」 
問い合わせは布施・根戸分館へ 

低学年 ～「むらの英雄」「りこうな子ども」「かち
かちやま」など 10冊 
中学年 ～「生きる」「大根はエライ」「小さい魔
女」など 10冊 
高学年 ～「14番目の金魚」「ぶたにく」「星のき
ほん」など 10冊 

遊戯室だより  電話 ７１３５－３９６０ 

0才のじかん 

※8月の０才のじかんはお休みします。 

なかよし広場や自由来館をご利用下さい。 

☆ なかよし広場 

8月 14日(火)・28日(火) 10:00～11:45 

対象：乳幼児と保護者 (直接どうぞ) 

内容：親子での交流・情報交換の場です。 

   お友達を作りませんか？ 

★ 夏☆フェスタ㏌ふせ 

8月 6日（月）10：00～11：30 

対象：乳幼児～18歳（未就学児は保護者同伴） 

先着 50人(申し込み受付中) 

内容：魚つり、工作、もぐらたたき、おばけや

しきなど夏祭りをたのしみます。 

夏☆フェスタ「夏祭り実行委員」「おばけやしき

実行委員」募集中 詳細は、7月号参照。 

 

 

 

 

 

おはなし会だより 

・布施近隣センター (布施分館)  

8月はお休みです 

・根戸近隣センター(根戸分館) 

8月 お休み 9月 7日(金) 10:30～ 和室 

8月 18日(土)  10:30～ 会議室Ａ 

当日会場にお越しください。 

☆印→予約なし 

★印→予約有り 

広報「かしわ」7/15号で確認を 

休室日は布施近隣センター休日に同じ 

 



  ―両面ご覧下さい― 

第 24回八朔相撲大会 開催！ 

各学校単位で応募したチビッ子力士たちは、今、猛特

訓をしています。皆様の応援が彼ら・彼女らを一層奮い

立たせます。お誘い合わせの上、ぜひお越し頂いて、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」恒例の「富勢東小ブラスバンド」他、朝日山部屋力

士とちびっ子相撲の楽しいイベントも予定しています。 

お楽しみに！ 

日時：10 月 6 日(土)  8:50～15:30（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生徒の男女別個人戦及

び団体戦     【八朔相撲実行委員会】 

富勢地域文化祭の開催日と参加者募集 

行事名 開催日時 開催会場 申込締切日 

文化展 

10月 27 日(土) 

～28（日） 

9：00～17：00 

（28日は 16：00

で終了） 

布施近隣 

センター 

ロビー 

会議室 

 

9月 15日(土) 

 

説明会開催 

9月 28日(金) 

囲碁 

将棋 

大会 

10月 27日(土) 

9：00～15：00 

布施近隣

センター 

和室 

10月 20日(土) 

参加費 1,000円 

当日集金・昼食付 

音楽 

発表会 

１１月 3日(土)  

13：00～15：30 

富勢西小 

 体育館 

9月 29日（土） 

（観覧は自由） 

芸能 

大会 

11月 11日(日)  

10：00～16：00 

布施近隣セ

ンター和室 

9月 29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。※今年は「陶芸体験」は都合により開催中止とさ

せて頂きます              【文化部】 

地区盆踊りで成果を披露 
健康柏おどりの会 

今年は、柏まつりが 28 日雨で中止となり、コンテス

トには出場出来ませんでした。その代わりに布施新町

の夏祭りを皮切りに、5 町会及び老人施設 2 か所で精一

杯踊りました。 

9 月第 3 土曜日か

ら、定例の練習を再

開致しますので、是

非ご参加下さい。 

【体育部】 

 

 

 

  

平成 30 年 9 月（第 268 号） 

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 5 日(水) 12:00～15:00 

★イベント 歌と演奏 

10 月 3 日(水) 12:00～15:00 

★イベント オカリナ演奏    

珈琲・紅茶・昆布茶 100 円 

移動交番 

【柏警察署】 
9 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】 
9 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】 
9 月 15 日(土)19:00～ 

布施近隣センター和室 

第 24 回八朔相撲 

【実行委員会】 

10 月 6 日(土) 

詳細は上記記載 

三世代ふれあい体育祭 

【実行委員会】 
10 月 21 日(日) 雨天中止 

富勢小学校校庭 

富勢地域文化祭 

 

【文化部】 

10 月 27 日(土) 

～11 月 11 日（日） 

詳細は左記記載 

富勢地区ふれあいサロン(子育てサロンと交互掲載) 

ふれあいサロンは他に 6 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。 

 

ぼっくい    布施新町  

三富医院 3階会議室 

9/10 10/15  11/19 

10：00～12：00 

もみのき 

市営 D棟集会所 

9/12・26 10/10・24  

11/14・28 

12：00～15：00 

サロン さんげつ 

北柏町会 ふるさと会館 

9/17 10/15 11月はお休み 

13：00～15：00 

三木の会   ウィンザー 

ハイム北柏集会所 

9/20 10/18 11/15 

10：00～12：00 

サロン 一休  

前原会館 

9/3・10  10/1・15・22・29  

11/5・12・19・26 

12：00～15：00 

ワンデー カフェ 

コープ野村集会所 

9/13・27 10/11・25 11/8・22 

10：00～12：00 

 

 

 

 

 



  ―両面ご覧下さい― 

早くも「地域講座」に大きな関心！ 

市立柏病院の建替え問題は、審議会から示された「２

条件」の進展状況、９月議会の動向を把握した上で、今

後、市民向けのビラを作成し、配布をする予定です。ま

た、9 月中旬には幟旗を一部変更し新調します。建替え

問題は、病院舎屋の老朽化対策として、喫緊の課題で

す。私たちは早期実現に向けて、「早期に」と叫ぶだけ

でなく、地域と病院が一体となり、今の病院の在り方を

基本的に変えていく必要がある、との思いに至りまし

た。病院の美化運動に加え、市立柏病院（医療公社）か

ら提案された同病院の医師・看護師・薬剤師その他関係

者による「地域講座」の開設は、住民と病院が身近かと

なり、病院経営の基盤強化につながる有意義な企画で

す。この地域講座は、8 月 25 日現在で地域の諸団体 8

件（10 ヶ所）の実施依頼の申し込みがあり、その第 1

回目が、8 月 24 日（金）布施新町いきいきネットワー

ク「ものがたり広場」で開催され、同病院・山村看護師

より、日常の「食事や間食の取り方」のわかりやすい説

明があり、20 人以上の参加者からも積極的に質問が出

るなど、有意義な地域講座となりました。田口病院副院

長、小倉医療公社課長、両氏のご参加もあり、「講座」

の目指す意義など再確認となりました。このような企

画・対応の意義を深く理解し、皆さんと一緒に運動を進

めていきたいと思っています。    【総務部取材】 

必見！！「秋バテ」の原因と対策 

今年は猛暑が続いたので夏バテをされ

た方もいらっしゃったのではないでしょ

うか？季節が秋に変わりホッとしたいと

ころですが、涼しくなった頃も体調に気

をつけなければなりません。 

いわゆる「秋バテ」という状態になりやす

いのです。 

「秋バテ」の原因としては 
① 夏の頃に冷たい食べ物や飲み物、クーラーで身体（特

に内臓）が冷えてしまったことによる食欲不振、消化

不良。 

② 夏の間は意識をしていても、涼しくなるにつれ摂取す

る水分が少なくなる。汗をかいても空気が乾燥してい

るため直ぐに乾いてしまうので汗をかいた自覚がな

いために起こる脱水があります。 

「秋バテ」にならないためには 

① 一日 3 食バランスよく食べ、なるべく冷たい物を控え

る。水分補給を忘れない。 

② 軽い運動をして血行をよくする。 

③ 入浴をして自立神経を整える。 

④ 睡眠をしっかりとる。などの生活習慣を取り入れて下

さい。 

秋は、夏に溜まった疲れを回復させ、寒い冬に向けて身

体を準備する時期です。疲れを十分にとり、栄養をしっか

り取るよう心がけましょう。 

北柏地域包括支援センター 大島さんにご協力いただ

きました。               【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 保存期間が過ぎた雑誌を差し上げます 

布施分館において、保存期間が過ぎた定期購読雑
誌を、希望者に差し上げます。9 月 8 日から 2 週間
程度布施分館入口付近に展示します。なくなり次第
終了となります。ご来館の上、ご自由にお持ち下さ
い。 

ＮＨＫきょうの料理 日経ヘルス 

日経マネー ＢＥ－ＰＡＬ 

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 等 

遊戯室だより  電話 ７１３５－３９６０ 

☆0 才のじかん 

9 月 5 日(水)・12 日(水)・19 日(水)・26 日(水)  

 13:30～15:00 

対象：0 歳児と保護者 

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。 

申込：直接どうぞ 

☆なかよし広場 

9 月 11 日(火)・25 日(火) 10:00～11:45 

対象：乳幼児と保護者  

内容：乳幼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。 

   手遊びや体操なども行います。 

申込：直接どうぞ 

★ハロウィーンがやってきた 

10 月 29 日(月)  10:30～11:30 

対象：乳幼児と保護者 （先着 15 組） 

内容：簡単な工作や歌など、ハロウィーンの雰囲

気を楽しみます。  

申込：10 月 2 日（火）13：30 より電話 

   （布施遊戯室、7135-3960） 

 

 

 

 

 

 

おはなし会だより 

・布施近隣センター (布施分館)  

9 月 15 日（土）15:00~遊戯室 

・根戸近隣センター(根戸分館) 

9 月 7 日(金) 10 月 5 日(金)10:30～ 和室 1 

9 月 15 日(土)  10:30～ 会議室Ａ 

当日会場にお越しください。 

 

☆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 

 

 



  ―両面ご覧下さい― 

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】 

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】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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。 

 

 

  

平成 30 年 10 月（第 269 号） 

 

 
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 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 

珈琲・紅茶・昆布茶各 100 円 

八朔相撲大会 

【実行委員会】 

10 月 6 日(土) 

あけぼの山農業公園 

移動交番 

【柏警察署】 

10 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】 

10 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】 

10 月 20 日(土)19:00～ 

布施近隣センター和室 

三世代ふれあい体育祭 

【実行委員会】 

10 月 21 日(日)  

左記参照 

富勢地域文化祭 

【文化部】 

10 月 27 日～11 月 11 日 

前月号参照 

利根川クリーン作戦 

【環境部】 

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 

歩論館 （北柏 2丁目） 

10/2・16 11/6・20 12/4・18 

12：00～15：00 

ものがたり広場 

ものがたり訪問看護 

ステーション柏 

(布施新町) 

10/2 ・12 ・16 ・26 

11/6 ・9 ・20 ・23 

12/4・14・18・28 

10:00～15:00 

ひだまりサロン寺山 

寺山ふるさと会館 

10/18 11/15 12/20 

13：00～15：00 

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 

10/5  11/2  12/7 

10：00～12：00 

脳トレ・かわせみの会 

根戸近隣センター 

10/25  11/22  12/27 

10：00～12：00 

 

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) 

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 http://www7a.biglobe.ne.jp/~furusatotomise/ 



  ―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 ７１３２－３１９３ 

根戸分館 ７１３１－６０５３ 

布施分館 新刊図書の紹介 

・教養の中国史  津田資久 井ノ口哲也 
・介護のストレスマネジメント  小野寺敦志 
・棟居刑事の憤怒   森村誠一 
・山岡鉄舟 決定版   小島英記 
・歌丸 不死鳥ひとり語り  桂 歌丸 

遊戯室だより  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） 

 

 

 

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。 

☆印→予約なし 

休室日は布施近隣センター休日に同じ 



  ―両面ご覧下さい― 

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 25 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：町会・自治会単位で次の訓練を体験します。 

・避難訓練 ・消火訓練 

・通報訓練 ・応急救護（AED）訓練 

・起震車体験 ・仮設テント組立訓練 

他に、消防団放水訓練体験・炊出し訓練・ 

柏警察署移動交番 など 

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】 

第 4 回健康講座 薬のお話し 

 日時：11 月 24 日(土) 13:00～15:00 

 場所：布施近隣センター 会議室 

 講師：石井直子氏(柏市立柏病院 薬剤科課長) 

 内容：「薬のお話」～薬の飲み合わせについて～ 

質疑応答 薬の相談をしてみましょう 

 参加申込：各町会長・自治会長さんへ 参加費無料 

 問合せ：布施 090-7402-7873 森川 090-1841-7868 

【総務部・地域づくり推進委員】 

ビオラ花鉢配布  11 月 23 日（金・祝日） 

 毎年恒例のビオラの花鉢を、７０才以上のお一人暮
らしの方、８３才以上の高齢者宅にお届けします。 

10 月 4 日(木) 5 日(金)  

千葉大学柏の葉キャンパスで育てられたビオラの苗

を中学生ボランテ

アの皆さんが鉢に

移 植 し ま し た 。

（1500 鉢）生徒さ

んたちによる水や

りと雑草とりで、順

調に育っています。 

11 月 23 日（祝） 

富勢中の生徒さんと民生委員がお届けする時には 

可愛いお花が咲いていることでしょう。 

楽しみにお待ちください。 

【福祉事業部】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

平成 30 年 11 月（第 270 号） 

富勢地域のつどい 子育てサロン 

12 月は各会場でのクリスマス会を楽しんで下さい。 

はちのこ 

おしゃべり広場 

【福祉事業部】 

11/13 12/11(火) 1 月休み 

10：00～11：30 

富勢西小学校 

「はちのこ」おしゃべり広場 地域講座 

11 月 13 日(火）10:00～ 富勢西小学校 

講座名：「離乳食のつくり方」 

講師：市立柏病院 栄養科士長（栄養士） 

専門知識の話を聞くだけでなく、お子さんと一緒に

その場で疑問が解ける講座です。 

※「かるがも」「ふせ」も１月以降講座を予定して

います。(確定次第ご案内します) 【福祉事業部】 

かるがも 

おしゃべり広場 

【福祉事業部】 

11/15 ◎12/20 1/17(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】 

11/16 12/21 1/18 (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 

地域保健課】 

◎11/6 12/4 1/8(火) 

10：00～11：30 

根戸近隣センター 

◎は計測日、保健師さんが来ます 

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 7 日(水) 12:00～15:00 

★13:00～健康体操 

12 月 5 日(水) 12:00～15:00 

★13:00～ウクレレと器楽演奏 
珈琲・紅茶・昆布茶 各 100 円 

移動交番 

【柏警察署】 

11 月 8 日(木) 10:00～11:30 

布施近隣センター 

富勢地域文化祭 

【文化部】 

10 月 27 日～11 月 11 日 

9 月号参照 

利根川クリーン作戦 

【環境部】 

11 月 11 日(日) 8:50～ 

10 月号参照 

柏おどり練習 

【体育部】 

11 月 17 日(土) 19:00～ 

布施近隣センター和室 

はらぺこさん 

【福祉事業部】 

11 月 23 日(金)14:00～16:00 

布施近隣センター料理実習室 

自主防災訓練 
【地区自主防災防犯会】 

11 月 25 日（日）9:00～ 

左記参照 

 

富勢の行事 

 



  ―両面ご覧下さい― 

高射砲第二連隊・訓練棟 特別公開Ⅳ 

柏歴史クラブ・高野台町会共催 

11 月 23 日(金・祝) 10：00～16：00 雨天決行 

高野台会館隣 入場無料 

「訓練棟」は全国的にも珍しい、大変貴重な建物です。 

「我が家に残る戦争遺品」コーナーを設置します。当会

では、家庭に残る戦争遺品を記録する活動を続けてい

ます。ご自宅にある方は、当日会館へお持ちください。 

問合せ：高野台会館 ☎ 7199-8741 平日 10:00～16:00 

【寄稿 高野台町会】 

私たちの運動へ 一層のご理解・ご支持を 

市立柏病院建替え問題 

この問題は、そもそも病院建物の老朽化から始まっ

た話しなのですから、移転の可能性がなくなった時点

で、直ちに現地での建替えに移行していかねばならな

かったはずです。建物の老朽化に伴う建替えに「条件」

が付けられること自体、何か不自然さを感じてきまし

たが、それはともかく、この建替えを機に、地域と病院

の協力関係を強めていく運動が市民の皆さんに理解さ

れ、支持されていく運動でなければならないと考えて

います。 

市立柏病院から、市民公開講座の案内が届きました。              

「見過ごさないで！高血圧」市立柏病院糖尿病センター 

日時：11 月 12 日（月） 14：00～16：00 

場所：アミュゼ柏 プラザ （60 人先着） 

問い合せ先  ℡7134－2000 (市立柏病院) 

【総務部取材】 

少しでも被災地復興に役立つように… 

西日本豪雨災害への募金箱を開ける 

8 月号でお知らせした布施近隣センター受付カウンタ

ーに設置した募金箱を 10 月 1 日に開けました。たくさ

んの硬貨のほか、千円札・

五千円札・一万円札もあ

り、総額 42,485 円になり

ました。 

皆さまの温かいこころざ

しを、柏市役所を通じ

て、日本赤十字社へ届け

ました。ご協力ありがとうございました。 

【福祉事業部 総務部】 

ジャンケンで根戸中町会優勝 
三世代ふれあい体育祭 

10 月 21 日（日）天高い秋晴れの中、富勢小グランド

にて、にぎやかに全プログラムを終えました。町会対抗

では最終の地区対抗リレーで根戸中町会は、宿連寺町

会との 60点差に追いつき同点首位。ジャンケンで決め、

優勝は根戸中、準優勝は宿連寺町会に決まりました。小

学校対抗リレーは、富勢西小が、3 年連続の優勝を飾り

ました。      【ふれあい体育祭実行委員会】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１回勝負 左側根戸中町会グーで勝ち 

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 9 

1 かがみの孤城    辻村 深月   
2 蜜蜂と遠雷    恩田 陸 
3 未来    湊 かなえ  
4 魔力の胎動    東野 圭吾 
5 マスカレード・ナイト  東野 圭吾 
6 ファーストラヴ    島本 理生 
7 漫画君たちはどう生きるか 吉野 源三郎 
8 下町ロケット［3］ゴースト 池井戸 潤 
9 老後の資金がありません 垣谷 美雨 

遊戯室だより  電話 ７１３５－３９６０ 

☆0 才のじかん 

11 月 7 日(水)・14 日(水) ・21 日(水)・28 日(水) 

      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 

11 月 13 日(火)  11 月 27 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。 

★ハッピークリスマス 

12 月 10 日(月)  10:30～11:30 

場所：布施遊戯室 

対象:乳幼児と保護者 先着 15 組 

  （未就学児は保護者同伴） 

内容：簡単な工作・歌・パネルシアターなど、クリ

スマスの雰囲気を楽しみます。 

申込：11/16（金） 13:30～ 電話で 

   （布施遊戯室 7135-3960） 

 

 

 

 

 

おはなし会だより 

・布施近隣センター (布施分館)  

11 月 17 日(土) 15:00～ 遊戯室 

・根戸近隣センター(根戸分館) 

11 月 2 日(金) 12 月 7 日(金) 10:30～ 和室 

11 月 17 日(土)  10:30～ 会議室Ａ 

当日会場にお越しください。 

☆印→予約不要 

★印→予約必要 詳細と申込方法は広報「かしわ」 

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 

 

 



  ―両面ご覧下さい― 

年度末に向けて「2条件」の達成を！！ 
市立柏病院建替え問題 

市立柏病院・野坂院長と地域住民との意見交換会が、

去る 11 月 2 日（金）に開催されました。地域関係者 17

名、病院と柏市医療公社関係者 7 名が出席。住民側から

は参加者それぞれが、病院建替え問題の現状を踏まえ

た率直な意見を述べ、その後病院関係者からの説明・報

告などがあり、有意義な場となりました。 

 地域住民としては、「移転」が無くなったからには老

朽化した病舎の建替えが早急になされなければならな

かったはずなのに、審議会の「2 条件」が示されるや、

何故それまでほとんど問題にしてこなかった病院事業

の採算性にこだわり始めたのか理解に苦しむ。むろん

我々としても莫大な「病院建設債」の返済をしていくに

は、病院関係者が採算性の向上に向け、より一層の努力

をすべきだが、それは、以降の建替え計画とその実施の

中で具体化していくことであり、日々進行していく老

朽化による不具合の手直しは、かえって余計な出費に

なってしまう。こうした考えを、是非とも市長には伝え

て欲しい。 

 病院側からは、建替えに当たっては借金返済が充分

になし得るべく、採算がより重視されていくのは当然

と言えるが、一方不採算医療を担うのが公立病院の役

割でもある。今、病院としては、「2 条件」クリアに向

け全力で取り組んでいる。この度新たに開設した、病院

の医師・看護師などによる「地域講座」も病院と住民・

市民の隔たりが解消され、相互の信頼関係が強化され

ていけば、病床稼働率や事業採算全体により良い影響

が期待されていくものと考えている。今後とも病院事

業への理解と支援をお願いしたい、とのことでありま

した。            【総務部取材】 

テーマ「和」 富勢東小・児童の力作も登場 
あけぼの山農業公園イルミネーション 

11 月 22 日(木)～12 月 25 日(火) 16:30～21:00 

年々LED 電球が増えて見応えが増してきています。 

問合せ あけぼの山農業公園 7133-8877【総務部取材】 

 

 

 

11月 22日 

点灯式 

東小音楽部

による演奏 

 

ふれあい祭 
北柏町会サロン 茶館きたかふぇ 拡大版 

日時：12 月 15 日(土) 14:00～18:00 

場所：セレモニー天来 北柏ホール 

屋台、喫茶コーナー 

高齢者困りごと相談（北柏地域包括支援センター) 

福祉の窓口（富勢ちいき♡いきいきセンター) 

ドクターの医療講座スペシャル 

みんなで作ろう 巨大折り紙・ビーズづくり体験 

フラワーアレンジメント教室 

その他、多くのイベントを企画しています。 

こどものお遊び広場もあり、三世代でお楽しみでき

るイベントです。どうぞおいでください。 

問合せ：北柏町会ふるさと会館 

04－7157－3366（火・木・土 午前中) 

【寄稿 北柏町会】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

平成 30 年 1２月（第 271 号） 

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 5 日(水) 12:00～15:00 

★13:00～ウクレレと器楽演奏  

1 月 9 日(水)  12:00～15:00 

★13:00～詩吟 落語 

珈琲・紅茶・昆布茶 各 100 円 

移動交番 

【柏警察署】 

12 月 13 日(木) 10:00～11:30 

布施近隣センター 

柏おどり練習 

【体育部】 

12 月 15 日(土) 19:00～ 

布施近隣センター和室 

はらぺこさん 

【福祉事業部】 

12 月 22 日(土)12:00～15:00 

布施近隣センター料理実習室 

富勢地区ふれあいサロン 

ぼっくい    布施新町  

三富医院 3階会議室 

12/17 1/21  2/18 

10：00～12：00 

もみのき 

市営 D棟集会所 

12/12 1/9・23 2/13・27 

  12：00～15：00 

サロン さんげつ 

北柏町会 ふるさと会館 

12/17 1/21 2/18 

13：00～15：00 

三木の会   ウィンザー 

ハイム北柏集会所 

12/20 1/17 2/21 

10：00～12：00 

さろん 一休  

前原会館 

12/3・10・17  1/7・21・28  

2/4・18・25  12：00～15：00 

ワンデー カフェ 

コープ野村集会所 

12/13・27 1/10・24 

2/14・28 10：00～12：00 

※10 月号でお知らせした、ものがたり広場の 

12 月 28 日はお休みします。(12/4・14・18 は開催) 

富勢の行事 

 



  ―両面ご覧下さい― 

民生委員研修 つくば総合福祉センター 

11 月 19 日（月）、富勢地区民生委員児童委員は茨城

県のつくば総合福祉センターにおいて見学研修を行い

ました。この施設は病院を核とする障がい者支援施設

で、シンボルである筑波山を眺める緑豊かな場所にあ

ります。エントランスを軸に右と左に分かれており、一

つは障がい者支援施設、もう一つは特別養護老人ホー

ムです。病院を中核としているため、重度身体障害者が

多いそうです。施設ではスタッフ同士のコミュニケー

ションを大切にしながら対応しています。 

特別養護老人ホームは、一人一人が自分のスペースで

生活できる小規模のユニット型の施設です。 

全ての部屋に窓があり、ご本人や家族も安心して過ご

せる明るい印象の施設でした。    【福祉事業部】 

今年も喜ばれました 花鉢配布 

11 月 23 日（金）富勢中学校のボランティ

アの生徒さん（80 名）

と民生・児童委員がビ

オラの鉢（1400 鉢）を配りました。 

高齢者の方々から思わず笑みが

こぼれ、元気をもらいましたと喜

ばれました。【福祉事業部】 

八朔相撲大会 富勢小が団体優勝！ 

10 月 6 日（土）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。朝日山部屋の力士の参加

で子供たちは大いに盛り上がりました！団体戦は富勢

小学校が優勝しました。個人成績は以下の通りです。  

学

年 

男子 女子 

優勝 準優勝 優勝 準優勝 

1 年 池田 輝利 松本 陸巧 鈴木 想乃 神田 彩葉 

2 年 岩屋ヶ野響 小出 大地 野沢莉里果 末永 莉々 

3 年 川﨑  駿 後藤 尚翔 松本 小暖 天瀬 夏美 

4 年 佐藤 飛羽 小林  壕 野田 愛子 東川 芽衣 

5 年 畠山 将誓 高橋 祐翔 波間 彩夏 古賀 天音 

6 年 田中 一斗 吉村 光平 細谷ひまわり 田中ここみ 

  【八朔相撲実行委員会】 

文化祭 囲碁大会  

10 月 27 日(土)開催の文化祭・囲碁大会に 26 名が参加

しました。上位入賞者は次のとおりです。 

なお、将棋大会は参加者が少なく取りやめました。 

優勝  増野晴康 六段 

準優勝 小谷 卓 4 級 

3 位  坂上 毅 四段 

4 位  野田修治 2 級 

5 位  遠藤三郎 2 級 

【文化部】 

なかよし広場スペシャル 

「みんなでおにたいじ」 

 1 月 22 日（火）10：00～11：45 

 場所：布施遊戯室 

 対象：乳幼児と保護者（先着 15 組） 

 内容：親子で交流しながら、簡単な工作・歌を楽し

みます。 

申込：直接どうぞ 

広報「かしわ」1/15 号で確認を。 

【布施遊戯室】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図書館だより  布施分館 ７１３２－３１９３ 

 根戸分館 ７１３１－６０５３ 

  布施分館新刊図書の紹介 

樅の木は残った 山本周五郎 新潮社 
悪の華 赤川次郎 KADOKAWA 
龍華記 澤田瞳子 KADOKAWA 
中世武士 畠山重忠 吉川弘文館 
童の神 今村翔吾 角川春樹事務所 
パパ活の社会学 坂爪真吾 光文社 
波の上のキネマ 増山 実 集英社 

遊戯室だより  電話 ７１３５－３９６０ 

☆0 才のじかん 

12 月 5 日(水）、12 日(水）13：30～15：00 

対象：０歳児と保護者 

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。 

申込：直接どうぞ 

☆なかよし広場 

12 月 11 日(火）、25 日(火）10:00～11:45 

対象：乳幼児と保護者 

  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 

  申込：直接どうぞ 

１月 22 日(火)のスペシャル行事については、 

上記記事を参照してください。 

 

 

 

おはなし会だより 

・布施近隣センター (布施分館)  

12 月 15 日(土) 15:00～ 遊戯室 

・根戸近隣センター(根戸分館) 

12 月 7 日(金)・1 月 11 日(金) 10:30～ 和室 

12 月 15 日(土)  10:30～ 会議室Ａ 

当日会場にお越しください。 

 

☆印→予約なし 

★印→予約あり  

休室日は布施近隣センター休日に同じ 

 


