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お気軽に お立寄り下さい 

 富勢ちいき♡いきいきセンターは地域の皆様のご協

力のもと、おかげさまで開設から 1 年半が経過いたし

ました。 

昨年はふるさと協議会発行の「富勢安心ナビ」に

も、当センターを掲載して頂きました。安心ナビをき

っかけに、いきいきセンターをお知りになった方も多

かったのではないでしょうか。いきいきセンターで

は、福祉の相談窓口の他、介護予防や福祉に関する講

座の開催、サロンやたすけあい活動の立ち上げのお手

伝いなど、地域づくりにも取り組んでおります。 

今年も町会やサロンなど、地域の皆様とお会いでき

る場に積極的に出向き、皆様と共に富勢地域を盛り上

げていきたいと思っております。 

本年もどうぞよろしくお願いいたします。 

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 

【富勢ちいき♡いきいきセンター】 

救命講習会 

毎年恒例の講習会(普通救命講習 1)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。1月 11日(金)まで受け付けます。

参加は、町会・自治会を通してお申込み下さい。 

日時：1 月 27 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】 

はみんぐ 「介護予防体操と福祉用具の紹介」 

介護老人保健施設はみんぐ会議室で、月１回「介護教

室」を行っていますが、初めて、会場を変えて実施する

ことになりました。どなたでも参加できます。 

2 月 16 日(土) 10:00～12:00 

布施近隣センター 会議室 

定員 50 名、事前申込み・先着順に受けつけます。  

7134-0660 (はみんぐ 受付平日 10:00～17:00) 

【寄稿 柏市介護老人保健施設 はみんぐ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

あわんとり 1 月 20 日(日) 雨天 27 日(日) 

15:00 点火予定 布施弁天裏 トマトハウス裏 

【消防団第一方面隊 第 6・7・8 分団】 

布施弁天の豆まき 2 月 3 日(日) 

13:30～と 15:30～の 2 回 布施弁天境内 

【布施弁天】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 31 年 1 月（第 272 号） 

明けましておめでとうございます 

平成最後のお正月を迎えました。思えば平成の 30 年の間もいろいろなできごとが、走

馬灯のように思い巡ります。5 月に迎える新しい年に希望を馳せつつ、今後とも私たちは、

地域の皆様のお役にたてるような活動を続けてまいります。 

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 

 

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 9 日(水) 12:00～15:00 

★13:00～吟詠と落語  

2 月 6 日(水)  12:00～15:00 

★13:00～オカリナ演奏 

珈琲・紅茶・昆布茶 各 100 円 

移動交番 

【柏警察署】 

1 月 10 日(木) 10:00～11:30 

布施近隣センター 

柏おどり練習 

【体育部】 

1 月 19 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】 

1 月 18 日(金)17:00～19:00 

布施近隣センター料理実習室 

救命講習会 

【地区自主防災防犯会】 

1 月 27 日(日)9:00～12:00 

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） 

1/15 2/5・19 3/5・19 

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) 

1/11 ・15 ・25・29 

2/5 ・8 ・19 ・22 

3/5・8・19・22 

10:00～15:00 

ひだまりサロン寺山 

寺山ふるさと会館 

1/17 2/21 3/21 

13：00～15：00 

利根なごみの会 

利根ふるさと会館 

1/20 2/17 3/17 

13：00～15：00 

脳トレ・チャレンジの会 

北柏町会ふるさと会館 

1/4  2/1  3/1 

10：00～12：00 

脳トレ・かわせみの会 

根戸近隣センター 

1/24  2/28  3/28 

10：00～12：00 

 



  ―両面ご覧下さい― 

5 年の歳月が過ぎました 
市立柏病院建替え問題 

市立柏病院の建替え問題が起こって、既に 5 年の歳

月が過ぎました。その間、病院周辺地域住民の皆さんだ

けでなく、本当に多くの市民からのご支援・ご協力を得

て、予期した以上の長期にわたってこの運動は続いて

きました。当初市長が意図した「移転建替え」がそのま

ま進んでいたら、現在地周辺の柏市のみならず、我孫子

市西部地区を含めた広範域の医療体制に、大きなダメ

ージをもたらしていたに相違ありません。 

 喫緊の課題は、何処へいったのですか？ 

病棟の老朽化による建替えは、市長自身が議会やその

他様々な場で、事あるごとに繰り返し言及されてきた

「喫緊の課題」でもあったはずです。その喫緊の課題が、

「移転」の芽がなくなると同時に何処かへ消えてしま

ったのです。 

 中核市・柏市の代表者たる市長が、自身の「発言」に

責任を感じることなく、最も病院を必要としている私

たちが納得できる「説明」もないままに、仮に審議会か

ら示された「2 条件」が達成されたとしても、建替える

か否かは改めて考えるとのこと。こんな理不尽があっ

て良いのでしょうか！       【総務部取材】 

富勢地区自主防災訓練 

柏警察署移動交番も一役！ 

11 月 25 日(日)柏市消防

訓練センターにおいて、町

会・自治会と富勢中学校 55

名の生徒、総勢 450 名参加

で行われました。それぞれ

班ごとに予定された訓練を

受けました。本年の移動交番では地震の罹災状況のビ

デオのほか、「電話 de 詐欺撲滅」を啓蒙していました。 

【防災防犯部】 

第 4 回 健康講座 

市立柏病院 薬剤科課長さんのお話し 

11 月 24 日(土) 布施近隣センターにおいて、約 50 名

の出席者にお薬のお話しをしていただきました。 

これは、市立柏病院(医療公社)の地域講座とタイアッ

プして行われました。 

石井直子先生に「『病院でもらうお薬』と『薬店で買う

お薬』との付き合い方」など、身近なお話しをしてい 

ただきました。  【総務部・地域づくり推進委員】 

 

 

 

 

 

 

 

 

★ 「おやつを作ろう！チョコブラウニー」 

毎年大人気のお菓子作り！男の子の参加も大歓迎！ 

・日時：2 月 9 日（土） 9:45～12:00 

・場所：布施近隣センター料理実習室 

・対象：小学生以上 

・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：布施遊戯室へ電話で 04-7135-3960 

1 月 17 日（木）13:30～ 先着 15 人 

・参加費：150 円         【遊戯室】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆本年もよろしくお願いします☆ 

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(金)～1 月 4 日(金) 

臨時休館(蔵書点検による) 
布施分館 1 月 28 日(月)～2 月 4 日(月) 
根戸分館 2 月 18 日(月)～2 月 25 日(月) 

 

遊戯室だより  電話 ７１３５－３９６０ 

☆0 才のじかん 

1 月 16 日(水)・23 日(水) ・30 日(水)   

13:30～15:00 (1 月 2 日、9 日はお休みです) 

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

交流や情報交換の場です。  

☆なかよし広場  

1 月 8 日(火) ・22 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。 

1 月 22 日はなかよし広場スペシャル 

「みんなでおにたいじ」を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

おはなし会だより 
・布施近隣センター (布施分館)  

1 月 19 日(土) 15:00～ 遊戯室 

・根戸近隣センター(根戸分館) 

1 月 11 日(金) 2 月 1 日(金) 10:30～ 和室 

1 月 19 日(土)  10:30～ 会議室 A 

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 

 



  ―両面ご覧下さい― 

超高齢化社会をみんなで支え合い 

富勢地区懇談会 

富勢地区懇談会は年に 1 回、身近な支え合いについ

ての具体事例の講演を聞いた後に、グループ討議をし

て、解決に向けて話し合っていくものです。 

最後にグループ討議の結果が発表されます。 

今回は「高齢化に向けた解決策への取り組み、住民

間の支え合いについて」がテーマです。 

参加希望者は、当日直接会場にお越し下さい。多数

のご参加をお願いいたします。 

開催日：2 月 23 日(土) 13:00～16:00 

場 所 :布施近隣センター 会議室 

基調講演： 

西原地域支え合い会議「にっこりサポート」 

連絡先 福祉事業部 山川：080-2058-6445 

 村上：080-3150-1754 

いきいきセンター：04-7128-9871（小野） 

  【福祉事業部 富勢ちいき♡いきいきセンター】 

 

 

グループ討

議後の結果

発表 昨年 2

月 17日 

はみんぐ「介護予防体操と福祉用具の紹介」 

どなたでも参加できます。どうぞお越しください。 

2 月 16 日(土) 10:00～12:00 

布施近隣センター 会議室 

定員 60 名、事前申込み・先着順に受けつけます。 

7134-0660 (はみんぐ 受付・平日 10:00～12:00) 

 (1 月号でもご案内しました) 

【寄稿 柏市介護老人保健施設 はみんぐ】 

平成最後の「富勢ふるさとウオーク」 

富勢の春と、平成の時代を感じながら 3 月 23 日(土)

に富勢ふるさとウオークを開催致します。 

時間やルートは、皆さまのご期待に沿えるコースを

鋭意検討中です。3 月号で

発表します。どうぞご期待

下さい。   【体育部】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

富勢地域のつどい・子育てサロン 

はちのこ おしゃべり広場 富勢西小学校 

2/12(火)・3/12 (火)  10：00～11：30 

11月 13日(火)  市立柏病院(柏市医療公社)による

地域講座が開催され、「離乳食について」のお話し

を伺いました。 

かるがも おしゃべり広場 わらび（北柏駅前保育園） 

2/21(木) 3月はお休み 10：00～11：30 

2 月 21 日(木)は、「ノロウイルス感染対策、インフル

エンザについて」の地域講座が行われます。 

ふせ おしゃべり広場 富勢東小学校 

2/15 (金) 3月はお休み 10：00～11：30 

1 月 18 日(金) 地域講

座が開催され、市立柏

病院看護師の木村さん

から「子供の事故につ

いて」お話しを伺いま

した。5 組の親子とスタ

ッフ合わせて 18 名の

参加でした。 

【福祉事業部】 

母と子のつどい かるがも 根戸近隣センター 
2/5(火)☆栄養相談・3/5 (火)  10：00～11：30

【柏市保健所 地域保健課】  

平成 31 年 2 月（第 273 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】 

2 月 6 日(水)  12:00～15:00 

★13:00～オカリナ演奏 

3 月 6 日(水) 12:00～15:00 

★13:00～ギター演奏(予定) 

珈琲・紅茶・昆布茶 各 100 円 

移動交番 

【柏警察署】 

2 月 14 日(木) 10:00～11:30 

布施近隣センター 

柏おどり練習 

【体育部】 

2 月 16 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】 

2 月 15 日(金)17:00～19:00 

布施近隣センター料理実習室 

富勢地区懇談会 

【福祉事業部】 

2 月 23 日(土) 

左記記事参照 

 



  ―両面ご覧下さい― 

6年目を迎える私たちの運動 
 病院が現在の地にあることの意味 

私たちの「市立柏病院現地建替え」運動も、この 2 月

末をもって 6 年目を迎えます。病院周辺地域の住民を

始め、各地域市民の方たちの支援を頂きながら様々な

取り組みを続けてきた結果、病院の移転は阻止するこ

とができました。この地域から病院がなくなってしま

うと、現在の利用者だけでなく、今後 2025 年に向けて

団塊の世代が次々と後期高齢化していくのですから、

特にこうした人たちの受けるダメージは、計り知れな

いほど大きなものとなるはずです。 

 また現在地（4 万㎡）と、隣接する広大な「最終処分

場」（12.5 万㎡）は、いずれも市有地です。 

今後東葛圏域が、全国各地に起きているような、大災

害に見舞われた時は、市立病院が公立であることから、

国や県との連携・対応が非常に取りやすい状況下にあ

ると言えます。 

 以上を念頭に、私たちはこれからも皆さんと手を取

り合って、現地での早期建替えを目指して運動を進め

ていく所存です。2 月 7 日に対策委員会・全体会を開

催し、委員の皆さんと新年度に向けて具体的な運動の

時期・方法など決めていくこととします。引き続きの

ご支援・ご協力よろしくお願い致します。【総務部取材】 

こんにちは「みのり会」です！ 

調理、配達ボランティア募集 

手作りのお弁当の調理、配達ボランティアを至急募集

しています。 

調理：月 2 回 第 1,2 火曜日 

   9:00～14:00 ぐらいまで 

配達：月１回 第 2 火曜日 

10:30～12:30 ぐらいまで 

場所：布施近隣センター 

連絡先：武井 ☎７１３１－９２８６ 

「サロン ド とみせ」 ボランティア募集 

布施近隣センターでボランティアをしてみませんか？ 

    月 1 回 第 1 水曜日 

    午前 9:30～16:30（時間帯は自由） 

連絡先：森川 ☎７１３１－９８８４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 月 20 日(日)に行われた あわんとりの様子 

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 

・ある男     平野啓一郎 文芸春秋 

・沈黙のパレード 東野圭吾 文芸春秋 

・メルカリ    奥平 和行 日経ＰＢ社 

・消せぬ宿命   喜安 幸夫 光文社 

・にっぽん漂流  加藤登紀子 

アルファベータブックス 

遊戯室だより  電話 ７１３５－３９６０ 

☆０才のじかん 

2 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 

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 

2 月 12 日(火）、26 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。申込：直接どうぞ 

★ひなまつり 

  2 月 25 日(月）10:30～11:30 

 場所：布施遊戯室 対象：乳幼児と保護者 

 内容：ひなまつりの簡単な工作と歌や絵本を楽し

みます。 

 申込：2 月 2 日(土)  13:30 より電話で 

先着 15 組。 

 

 

 

 

 

ふせ★フェスタ（子ども実行委員募集） 

3 月 28 日(木)実施の「ふせ★フェスタ」を運営する

実行委員(小学 2 年生以上 12 名)を募集します。 

実行委員会は、3 月 16 日・3 月 27 日とフェスタ当

日の 3 月 28 日になります。 

申込は、3 月 3 日 13:30 から 布施遊戯室へ。 

詳細は、3 月号に掲載します。 

おはなし会だより 

・布施近隣センター (布施分館)  

2 月はお休みです 

・根戸近隣センター(根戸分館) 

2 月 1 日(金)・3 月 1 日(金) 10:30～ 和室 

2 月 16 日(土)  10:30～ 会議室 A 

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」2/1 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― 

富勢の昔の春を探しに！ 
富勢ふるさとウォーク 

平成最後の富勢の春を探しに

ゆっくり散策するぞ。今年は厳

しい寒さが続き、雪も降り大変な冬ですが春はもうそ

こまで来ていますよ。富勢地域で唯一の歩道橋、県道７

号関宿線（布施入口）の上からめったに見ない富勢地域

を眺めて観てはいかがでしょうか。 

多くの皆様の参加をお待ちしております。 

・開催日  3 月 23 日（土）（雨天は中止） 

・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→県道７号歩道橋→富勢運動

場→一ツ木園（富士山が見えるかな）→布

施新町→野口長屋門→布施弁天→あけぼ

の山公園→布施近隣センター 

・特 典   完歩賞、美味しいお汁粉が待っています！ 

・問合せ  体育部長 坂巻 勝 

7131－1820 又は 090－7813－4189 

【主催：体育部 協力：健康づくり推進員】 

 

★ ふせ☆フェスタ 

布施遊戯室 7135-3960 

3 月 28 日（木）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（未就学児は保護者同伴） 

内容：楽しい春のおまつりです。プラバン作り，海外の

ボードゲームなど。子どもたちのパフォーマンスも必

見です。 

申込：3 月 2 日（土）13:30 より電話で。先着 50 人。 

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  

子ども実行委員募集 

①3 月 16 日（土）9:30～11:30 

②3 月 27 日（水）9:30～11:30 

③3 月 28 日（木）12:00～15:30 

場所：布施遊戯室，又は会議室 

対象：小学２年生以上 

内容：「ふせ☆フェスタ」に向けて事前準備，当日の運

営をします。仲間と協力してコーナー遊びを考

えたり，フェスタを盛り上げて楽しみましょう。 

申込：3 月 3 日（日）13:30 より電話で。先着 12 人。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★ふせ☆フェスタ  

パフォーマンス参加者募集 

3 月 28 日（木）13:00～14:30 

場所：布施近隣センター会議室 

対象：小学生～１８歳までの個人 

又はグループ 

内容：「ふせ☆フェスタ」で自分の得意なこと、好

きなことを発表します。歌やダンス、手品など好

きなことを披露してみませんか。 

申込：3 月 3 日（日）13:30 より電話で。先着 5 組。 

【布施遊戯室】  

平成 31 年 3 月（第 274 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】 

3 月 6 日(水) 12:00～15:00 

★13:00～マンドリン・ギター

＆マジック 

4 月 3 日(水)  12:00～15:00 

★13:00～ マジック 

珈琲・紅茶・昆布茶 各 100 円 

移動交番 

【柏警察署】 

3 月 14 日(木) 10:00～11:30 

布施近隣センター 

柏おどり練習 

【体育部】 

3 月 16 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】 

3 月 15 日(金)17:00～19:00 

布施近隣センター料理実習室 

富勢ふるさとウォーク 

【体育部】 

3 月 23 日(土) 

左記参照 

富勢地区ふれあいサロン 

お知らせ：ひだまりサロン寺山 

3/21春分の日のため 3/28に変更しました 

ぼっくい    布施新町  

三富医院 3階会議室 

3/18 4/15  5/20 

10：00～12：00 

もみのき 

市営 D棟集会所 

3/13・27 4/10・24 5/8・22 

  12：00～15：00 

サロン さんげつ 

北柏町会 ふるさと会館 

3/18 4/15 5/20 

13：00～15：00 

三木の会   ウィンザー 

ハイム北柏集会所 

3/21 4/18 5/16 

10：00～12：00 

さろん 一休  

前原会館 

3/4・11・18・25  4/1・8・15・

22 5/13・20・27   

12：00～15：00 

ワンデー カフェ 

コープ野村集会所 

3/14・28 4/11・25 

5/9・23 10：00～12：00 

 

H30.3.26 

子ども実行委員による

段ボールマジック 



  ―両面ご覧下さい― 

組織の総力を挙げて 取り組みましょう 
市立柏病院現地建替え対策委・全体会開催される 

2 月 7 日(水)布施近隣センターで、市立柏病院現地建

替え対策委員会の全体会が開催されました。 

 出席者全員が大きな怒りと疑問を持っていることが

明らかになりました。それは、市長がかつてから「病舎

老朽化による建替えは喫緊の課題」と言ってきたのに、

移転の可能性が無くなると共に明らかにトーンダウン

したことに対してでした。 

 今後の運動として 

① 本年 3～4 月にかけての県議選、8 月初旬の市議

選それぞれの立候補者宛への公開質問状の送付 

② 市長への要望書の提出 

③ 5 月連休明けごろには地域住民・市民全体に対し

てのビラによる訴え（駅頭配布、地域ポスティング） 

④ 新たな幟旗の掲示 など早期建替え実現を目指

し、組織を挙げて取組みをしていくことにしました。 

また、病院・医療公社とは、引き続き相互の信頼関

係を維持・強化しつつ、市立柏病院が建替えにより、

地域住民のみならず、柏市、更には我孫子市、野田市

など柏市近隣の住民にとっても、より一層役立つ医療

機関になるよう、地域として側面から支援していくこ

とが確認されました。 

そして、こうした私たちの運動を、時期を見はから

いながら記者会見などメディアを通じて柏市民へ訴

えていくことも了解されました。引き続きのご理解・

ご支援を切にお願い致します。   【総務部取材】 

はらぺこさんに 

高校生ボランティアが！！ 

地域に住む子ども達に大勢で食事する楽しさを味わ

ってもらうため、毎月第 3金曜日に行っている「はら

ぺこさん」も 4年目を迎えます。 

前月 1 月 18 日(金)には、思いがけなく、専修大学松

戸高等学校の女子生徒 4 名が、ボランティアで参加し

てくれました。 

当日はインフルエンザの影響もあり、子ども達の参

加が少なくて、近隣センターの隣にある西口保育園の

園児に声をかけました。子ども達は、おにぎりととん

汁の定番メニューの他に“人参しりしり”や大根サラ

ダ、即席漬けをにぎやかな雰囲気の中で美味しそうに

喜んで食べていました。 

反省会では、高校生たちにとって、沢山の食器を洗

ったり、おにぎりを握るのは初めてで、良い経験がで

きた事や地域のボランティアの方々の毎回無償で働い

ている姿に感動したことを感想として話してくれまし

た。私たちにとっても、大きな励みになりました。 

【福祉事業部】 

 

 

 

◆皆さん 特殊詐欺に注意していますか？ 
日ごろ、柏市から注意を呼びかけられていますが、

「自分は大丈夫！」と思っていませんか？ 

柏市の昨年の被害は 99 件、金額で 1億 5千万円。 

被害にあわないための柏市の合言葉は「か・し・わ」 

 か…簡単に 

  し…信用しない 

わ…渡さない    です！ 

一人一人が注意し、老後の資金を守りましょう！ 

【寄稿 消費生活コーディネーター富勢地区担当】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

・沈黙のパレード「ガリレオ」東野 圭吾 

・かがみの孤城 辻村 深月 

・蜜蜂と遠雷 恩田 陸 

・すぐ死ぬんだから 内館 牧子 

遊戯室だより  電話 ７１３５－３９６０ 

☆0 才のじかん 

3 月 6 日(水)・13 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 

3 月 12 日(火)、26 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。 

★ふせ☆フェスタ 

裏面をご覧下さい。 

 

 

 

 

 

おはなし会だより 

・布施近隣センター (布施分館)  

3 月 16 日(土) 15:00～ 遊戯室 

・根戸近隣センター(根戸分館) 

3 月 1 日(金) 4 月 5 日(金) 10:30～ 和室 

3 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→予約あり 

   広報「かしわ」3/1 号で確認を 

 休室日は布施近隣センター休日に同じ 

 

人参しりしり（沖縄方言で千切りの意） 

5cm 長さの千切りにした人参とツナ・卵をごま油で軽く炒

める。めんつゆと水、砂糖、酢を入れ、炒めて水気がなく

なったら、ごま油を少々落として出来上がり。最後にいり

ごまをトッピングして完成。 

 



  ―両面ご覧下さい― 

昭和 ・ 平成 そして…… 
富勢地域支えあい会議の活動に期待！ 

新しい時代に期待が膨らむ反面、社会は超高齢化に向

かい、独居老人や後期高齢者二人だけの家族構成が増え

ていきます。そして、このような家庭において

は、日常生活に支障が出てくることが充分に

予測されます。 

そこで、柏市では地域単位に「支えあい会

議」を開催し、富勢でも当協議会の会長を代

表として、支えあい推進員(光城京子さん「写真」)が、状況

に応じたメンバーと共に、支えあい活動についての話し合

いを行っています。 

当面の活動として、布施新町と利根町

会の「支えあいネット」に見られる、町会・

自治会単位程度の地区ごとに「たすけあ

いの組織づくり」のお手伝いをしていくこと

にしています。1つでも多くの助け合いのネ

ットワークができるように、当協議会として、全面支援をして

いくこととします。         【福祉事業部 総務部】 

困るのは私たちだけではありません！ 
市立柏病院建替え問題 

3月の柏市議会で市長は、病院建替えに関して相変わ

らずあいまいな態度に終始していました。私たち対策

委員会としては、引き続き現地での早期建替えを、従来

にも増して地域住民・市民全体に訴えていくこと、そし

て市立柏病院が更に老朽化し、極端に言えば朽ち果て

てしまうようなことになれば、現利用者を始め当該地

域の住民、隣接地域住民の命と健康を護っていくこと

が大変困難となってしまいます。そうしたことになら

ぬよう、これからも皆さんと共に運動を進めていきた

いと思っています。ご支援・ご協力方よろしくお願い致

します。            【総務部取材】 

小雨・肌寒の中も元気に完歩 
富勢ふるさとウォーク 

当日の 3 月 23

日 (土 )は前日と

の気温差が 10℃

以上も低くな

り、特に「柏市富

勢運動場」の中を通った時には、冷たい小雨の洗礼を受

けました。その後、雨は止んだものの寒さに震えながら、

総勢 65 名が無事、歩き通して、布施近隣センターで、

甘いお汁粉にホッといやされました。    【体育部】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

富勢地域のつどい 子育てサロン 

2月号でお知らせできなかった 4月の開催日です。 

はちのこ おしゃべり広場 富勢西小学校 

4月はお休みです 

かるがも おしゃべり広場 わらび(北柏駅前保育園) 

4月 18日(木)  10：00～11：30 

ふせ おしゃべり広場 富勢東小学校 

4月 19日(金)  10：00～11：30 

母と子のつどい かるがも 根戸近隣センター 

4月 9日(火)  10：00～11：30 

5月～7月の予定は次号でお知らせします。  

平成 31年 4月（第 275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】 

4月 3日(水)  12:00～15:00 

★13:00～ マジック 

5月１日(水) 12:00～15:00 

★13:00～ 企画中 

珈琲・紅茶・昆布茶 各 100円 

移動交番 

【柏警察署】 

4月 11日(木) 10:00～11:30 

布施近隣センター 

柏おどり練習 

【体育部】 

4月 20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】 

4月 19日(金) 17:00～19:00 

布施近隣センター料理実習室 

ゆうゆう会 

【福祉事業部】 

4月 19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 

【体育部】 

6月 1日(土) 

詳細次号に掲載 

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） 

4/2・16 5/7・21 6/4・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) 

4/2 ・12 ・16 ・26 

5/7 ・10 ・21 ・24 

6/4・14・18・28 

10:00～15:00 

  

ひだまりサロン寺山 

寺山ふるさと会館 

4/18  5/16  6/20 

13：00～15：00 

  

利根なごみの会 

利根ふるさと会館 

4/21  5/19  6/16 

13：00～15：00 

  

脳トレ・チャレンジの会 

北柏町会ふるさと会館 

4/5   5/3   6/7 

10：00～12：00 

  

脳トレ・かわせみの会 

根戸近隣センター 

4/25   5/23   6/27 

10：00～12：00 

  

 



  ―両面ご覧下さい― 

今年のテーマは「たすけあい活動!!」 
富勢地域支えあい会議・地区懇談会 

2 月 23 日(土)布施近隣センターで「支えあい会議・
地区懇談会」が開催されました。参加者は 80名余りと
盛況でした。 

第 1 部の支えあい会議では西原地域のたすけあい活
動「にっこりサポート」を立ち上げた、ふるさと協議会
会長でもあり支えあい会議代表でもある奥村会長と二
瓶推進員の講演を聞きました。 

第 2 部の地区懇談会では、自分の町会でたすけあい
活動を立ち上げるとしたら何が課題か、何が必要かと
いう内容で町会ごとにグループ討議を行いました。 

グループ討議の主な意見 
〇立ち上げるための課題 

①支えあいについて知らない住民が多い 

②住民のニーズが把握できていない 

〇立ち上げるために必要なこと 

① 説明会を行う等、支えあいの周知を行う 

②アンケート調査する 

グループ討議では上記の他にも多くの意見があり、た
すけあい活動への関心の高さが伺えました。今現在も
一人暮らしでゴミ出しに困っている方、病院の付き添
いが必要な方がいるとの声が聞かれており、たすけあ
い活動を必要としている方がいます。今すぐ動き出せ
る町会、たすけあい活動の周知が必要な町会、町会によ
って現状は様々ではありますが、たすけあい活動が少
しずつでも広がっていくように町会の実情に合わせた
方法を皆さんと一緒に考えていきたいと思います。 

【富勢地域支えあい推進員 福祉事業部】 

第 2部 6グループに分かれて熱心な討議 

 

 

富勢人事往来 （敬称略） 

富勢中学校校長   百   徹  ⇒ 高橋 一夫 
富勢東小学校校長  伊堂寺和美 ⇒ 伊藤 雅朗 

富勢西小学校校長  谷口 智  ⇒ 伊藤 嘉章 
 

 

 

◆皆さん特殊詐欺に注意しましょう◆ 

特殊詐欺被害防止対策 

※ 電話は、留守番電話設定にしておき、知らない

番号からには出ない。 

※ 迷惑電話対策器を取付ける。 

※ 電話で「お金」や「キャッシュカード」の話は詐欺だと

思う。 

※ 少しでも「おかしい」と思ったら警察や消費生活セン

ターに連絡すること。一人で判断しないこと。 

【寄稿 消費生活コーディネーター富勢地区担当】 

 

 

 

たすけあい活動って？ 

2025年、団塊の世代の方が 75歳以上になり人口の 3

人に 1 人が後期高齢者となることから、ゴミ出しや草
取り等、日常でちょっとした困りごとが出てくること
が考えられます。そうしたときに住民同士で手助けし
あう仕組み、それがたすけあい活動です。 

現在、富勢地域では布施新町支えあいネットと利根
支えあいネットがたすけあい活動を行っています。次
号でこの 2団体の活動を紹介します。 

 

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 

・気まぐれ体験紀行 星 新一 KADOKAWA 

・赤い衝動 S.ブラウン 集英社 

・「王室」で読み解く世界史  

宇山卓栄  日本実業出版社 

・平成の東京 12の貌 文芸春秋／編 

・死にゆく人の心に寄りそう  

玉置妙憂  光文社 

遊戯室だより  電話 ７１３５－３９６０ 

☆0才のじかん 

日時： 4月 10日(水）、17日(水）、24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 

日時：4月 9日(火）、23 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。 

申込：直接どうぞ 

※23 日 (火)はスペシャル 

「みんなでつくろう こいのぼり」 

簡単な工作、季節の歌、絵本の読み聞かせを楽

しみます。先着 15組とします。 

 

   

 

 

 

おはなし会だより 
・布施近隣センター (布施分館)  

4月はお休みです  遊戯室 

・根戸近隣センター（根戸分館) 

4月 5日(金) 5月 10日(金) 10:30～ 和室 

4月 20日(土)  10:30～ 会議室 A 

当日会場にお越し下さい 

☆印→予約なし 

★印→予約あり 

   広報「かしわ」4/1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― 

ふるさと協議会 定期総会の開催 

開催日時：5 月 25 日(土)  14:00～  

会 場：布施近隣センター会議室 

総会出席予定の方には、別途通知済みです。 

【総務部】 

※ 引き続き、自主防災防犯会定期総会を開催します 

ゴミゼロ運動 住んでいる街をきれいに 

5 月 26 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】 

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

訪問が 5 月 15 日～6 月 30 日の予定で始まります。 

対象年齢は 5 月 1 日現在７５歳以上のかたです。 

声かけ訪問は、柏市との協働でおこなわれるもので

柏市広報 5 月 1 日号に掲載されます。 

日常生活をお聞きしながら、お困りごとがありまし

たら関連機関に繋いでいきます。 

民生委員が訪問の際には、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】 

 

令和元年度町会対抗 グラウンドゴルフ大会  

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 1 日(土) (雨天の時は翌 2 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】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

富勢地域の集い 子育てサロン 

かるがも 

おしゃべり広場 

【福祉事業部】 

5/16 6/20 7/18 (木) 

 10：00～11：30 

わらび（北柏駅前保育園） 

はちのこ 

おしゃべり広場 

【福祉事業部】 

 

休会 

ふ せ  

おしゃべり広場 

【福祉事業部】 

5/17 6/21 7/19  (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 

地域健康保険課】 

5/7 ◎6/4 7/2 (火) 

10：00～11：30 

根戸近隣センター 

◎は歯科衛生士さんが来ます 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

令和元年 5 月（第 276 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】 

5 月 1 日(水) 12:00～15:00 

★イベント 皆で合唱します 

6 月 5 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 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】 

5 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】 

5 月 18 日(土) 19:00～ 

布施近隣センター和室 

定期総会 

【総務部】 

5 月 25 日(土) 14:00～ 

左記記事参照 

ゴミゼロ運動 

【柏市】【環境部】 
5 月 26 日（日）8:30～ 

 左記記事参照 

グランドゴルフ大会 

【体育部】 

6 月 1 日(土）8:30～ 

左記記事参照 

 

 

 

架空請求詐欺に注意!!  

「 延滞金が発生しています。至急お支払いをお願いします。」 

※電話やメール、ハガキ等で、ありもしない内容の請求をしてきます。 

「至急連絡をいただかないと法的手続きを取ります。」 

※連絡がない場合は「逮捕される」「給与を差し押さえる」「強制執行を行う」等 

警察や裁判手続きをちらつかせ、おどしてきます。 

対応策は                          【寄稿 消費生活コーディネーター 

※身に覚えがなければ無視すること！絶対に連絡してはいけません。         富勢地区担当】 

 
 

 



  ―両面ご覧下さい― 

市立柏病院現地建替え問題 

建替え問題を 稼働率確保等にすり替え！ 

市立柏病院の現地建替え運動も、6 年目を迎え、病院

建物の老朽化に端を発したこの問題が、いつの間にか

病床稼働率や小児医療体制確保が「条件」となってし

まいました。築 40 年を超えて不具合が生じてきた病院

は、何をさておいても先ずは建替えこそが必要です。 

「移転」の芽が無くなるや 結論の引き延ばし！ 

移転予定とされた「県有地」の購入が出来なくなり、

移転の可能性が無くなるや、市長の移転への意欲は日

ごとに失われて、「条件」の縛りまでが加わってきまし

た。平成 30 年度病床稼働率は、78.3％（4/17：朝日）

と僅かに条件を下回りましたが、3 年前と比べれば

10％ほども上昇しているのです。 

市立柏病院の経営状況は とても良好です！ 

 市立柏病院の経営状況は、千葉県下でも非常に良好 

なレベルです。そしてこの状態は、病院・医療公社の 

努力によって引き続き、キープされているのです。 

1日も早い建替えを！ 

市立柏病院の建替えは、1日も早く具体的に進めて行

くべきです。連休明けには、ポスティングなどで市民

への訴えを強力に進めていく予定です。引き続きのご

支援・ご協力、宜しくお願い致します。【総務部取材】 

始めよう！出来ることから… 

布施新町々会・利根町会 支えあいネット 

柏市全体で、住民同士で助け合う仕組みづくりが進

んでいます。現在富勢地域では、布施新町と利根地域

で困りごとを互いに助け合う団体が起ちあがり、活動

をしてきています。 

 布施新町は高齢化率 50％を超える地域で、その活動

の早急な必要性から、平成 28 年に富勢では初めての団

体となり、この 3 年の間、年ごとに会への「依頼」も

増え続けてきました。この動きを参考に利根地域でも、

同様の「会」が起ち上がり、2 年をかけて町会内部に定

着し今も広がりつつあります。 

 どちらの団体もゴミ出しや庭の草取りなど、齢を重

ねるにつれて大変になる生活の困りごとを、町会内で

助け合っています。先日、見学に伺った際に手伝いを

している協力員さんは「利用者さんのありがとうと言

う声を聴くのがとても嬉しい」、「庭がきれいになり充

実感がある」と言っていました。 

たすけあい活動は、困り事の解決と同時に、協力員の

方の生きがいにもなっています。誰かのため、自分自身

のために、あなたも活動の一歩を踏み出してみませんか。   

  【富勢地域支えあい推進員】 

 

 

 

 

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 

・毎日新聞(朝刊のみ) ・産経新聞(朝刊のみ) 

・柏市民新聞 

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 歳児 ルンルンクラブ 

 5 月 27 日  6 月 3 日・10 日・22 日 

 7 月 1 日・8 日 全６回  各 10:00～11:15 

6/22 のみ土曜日 ほか月曜日  

対象：平成 30 年 4 月 2 日～11 月 30 日生まれの

第 1子の子どもと保護者 

内容：子育ての情報交換をしたり、自分たちで遊

びを考えたりして、親子で楽しみながら仲間

作りをしていきませんか？ 

 申込：受付中（先着 13 組） 

☆0 才のじかん 

5 月 1 日(水)・8 日(水)・15 日(水)・22 日(水)  

29 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 

5 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 

★ファミリーｄａｙ 

～みんなで遊ぼうプラレール～ 

6 月 9 日(日)  10:30～11:30 

対象：幼児～小学生と保護者  

内容：広い和室で沢山のレールをつなげて街を

つくります。 

申込：5 月 16 日 13:30 より電話で 

先着 28 人 

おはなし会だより 

・布施近隣センター (布施分館)  

5 月 18 日(土) 15：00～ 遊戯室 

・根戸近隣センター(根戸分館) 

5 月 10 日(金)  6 月 7 日(金) 10:30～ 和室 

5 月 18 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― 

早期建替えに向け 

 市長へ 改めての「要望書」を提出 
 市立柏病院現地建替え対策委員会 

築 40 年を越えて日ごとに老朽化が進んできている

市立柏病院の建替えは、市長がこれまで議会を始め到

るところで発言されてきた通り、柏市民にとって「喫

緊の課題」です。団塊の世代とされる人々が、これか

ら 5～6 年もするとその全てが後期高齢者となり、そ

の間における行政諸施策や各地域・個人レベルでの努

力によって、健康寿命の延長が図られるとしても、有

病者数は相当の速度で増加していくことが見込まれま

す。しかもこうした趨勢からすると、既に始まってい

る人口減少の中で、少子化が相も変わらず継続してい

くのですから、地域のクリニックや（市立柏病院のよ

うな）二次救急病院で治療・入院を要する患者数は、

かなり長期間高止まりのまま推移していくはずです。

病院の建替え問題は、そもそもが建物の「老朽化」が

発端となり、その必要性から行政課題として市民へ提

起されてきたものです。市長は、建替えに伴って一旦

は「移転」を目指しましたが、その移転の芽が失われ

るや建替えへの言及を控えるようになり、同時に結論

引き延ばし戦術に転換してしまいました。 

 私たちは、去る 5 月 22 日に市庁舎に出向き、後藤

委員長以下町会代表者と、市長との面談を行い、その

場で早期建替えの「要望書」を提出、併せて 6 月議会

では是非とも建替えに関しての考えを明らかにされた

いとの要請もしました。これらに対する市長の具体的

返答はなかったのですが、直後の新聞記者取材では、

6 月 7 日議会招集日以降、何らかの意思表示をしたい

旨発言されたとの報道がされました（5/23 付・朝日新

聞朝刊）。 

 本誌 6 月号がお手元に届く頃には、本件に関する市

長の考えが明らかにされているかもしれませんが、い

ずれにせよ私たちの運動の基本が大きく変わることは

ありません。老朽化した市立柏病院が、一日も早く現

在の地で建替えられることこそが、地域にとっても又

広く市民にとっても、その命と健康を護り増進させて

いく上で最も必要なことであるからです。【総務部取材】 

 

富勢の風物詩 

 

5 月 11 日 

田植え体験 

営農組合主催 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“簡単には応じないで!!” 

「○○デパートです。今、あなたのカードでバッグ

を買いに来ている人がいます。すぐに、銀行協会に電

話をしてください。」 

教えられた番号に電話をかけたら 

「カードの番号を変えないといけない。今から預かり

に行く。」と言われ、渡したカードでお金を引き出され

た。これが詐欺です。デパートは「 あなたのカードを

他人が使っている」等の電話はすることはありません！ 

【寄稿 消費生活コーディネーター富勢地区担当】 

 

 

  

令和元年６月（第 277 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】 

6 月 5 日(水) 12:00～15:00 

★イベント 日本舞踊 

7 月 3 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】 

6 月 13 日(木)  10:00～11:30 

布施近隣センター 

グランドゴルフ大会 

【体育部】 

6 月 1 日(土）8:30～ 

前月号参照 

健康柏おどり 

【体育部】 

6 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】 

6 月 21 日(金) 17:00～19:00 

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 

6/17 7/8、 8月は休み 

10：00～12：00 

もみのき 

市営 D棟集会所 

6/12・26 7/10・24 8/14・28 

  12：00～15：00 

サロン さんげつ 

北柏町会 ふるさと会館 

6/17 7/15、 8月は休み 

13：00～15：00 

三木の会   ウィンザー 

ハイム北柏集会所 

6/20 7/18 8/15 

10：00～12：00 

さろん 一休  

前原会館 

6/3・10・17・24、 7/1・8・22 

 8月未定   

12：00～15：00 

ワンデー カフェ 

コープ野村集会所 

6/13・27、7/11・25、8/8・22 

10：00～12：00 

 



  ―両面ご覧下さい― 

令和元年度定期総会開催される 

富勢地域ふるさと協議会 

5 月 25 日（土）定期総会を開催しました。 

会議に先立ち、平成 30 年度表彰者 5 名に賞状・記念

品を授与し、功績を讃えました。 

スクールボランティア「くすのき隊」 富勢小学校区 

安室 洋子さん  土井 一雄さん 

「子供を見守る会」 富勢東小学校区 

吉田 康二さん  新原 常雄さん 

富勢地域ふるさと協議会 副会長(退任) 

長嶺 寛さん 

総会では、各議案(事業報告・計画、決算・予算、新

役員、会則の変更)は、執行部案どおり承認、可決され

ました。              【総務部】 

ゆうゆう会が開催されました!! 

4 月 19 日（金）、福祉事業部主催により民生委員児童

委員・ボランティアの協力を得て、５会場において各

地域のおひとり暮らしの方々181 名をお招きし、「ゆう

ゆう会」が開催されました。 

前原会館では、宿連寺町会・利根町会と前原町会あわ

せて 21 名の参加で、美味しいお弁当を頂きながら歓

談をし、食事の後は“ルアナ・

ハワイアンズ”のウクレレとギ

ター演奏を聴き、最後に懐メロ

をみんなで合唱し楽しいひと

時を過ごして頂きました。 

ひとり暮らしの方々の地域交

流や孤立化の防止を目的に、次

年度もより多くの方々に出席

して頂けるように、声かけをさせていただきます。 

【福祉事業部】 

「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保持です。 

地域のボランティアとして、少しの時間をトマトの会

に使って下さいませんか？ 

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、「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 火・水・金 

10:00～16:00)」または地域の民生委員にご相談下さい。 

【福祉事業部】 

専大付属松戸高・ボランティアグループから 

「はらぺこさん」へ多額のカンパ金！ 

毎月第 3 金曜日に布施近隣センターで実施している、

子供の居場所作り事業・はらぺこさんに対して、専修

大学付属松戸高等学校ボランティア・グループが、柏

駅頭で行った募金活動の一部を、はらぺこさん開催当

日にカンパ金として届けて下さいました。私たちとし

ては予期せぬ、しかも多額な金額でもあった為、内部

で充分に話し合った結果、これを通常の会計処理では

なく、新たに当該活動に限定した口座開設をした上で、

学生さんたちの気持ちに沿いながら有効に活用させて

もらうこととしました。 

 なお、専大付属松戸高ボランティアの皆さまには、

5 月吉日付にて、当協議会ならびに地区社協代表、連

名による礼状を送付させて頂きました。【福祉事業部】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図書館だより 布施分館 ７１３２－３１９３ 

根戸分館 ７１３１－６０５３ 

新刊図書の紹介 布施分館  

・感情天皇論 大塚英志 筑摩書房 

・神々の乱心 松本清張 文芸春秋 

・昭和よ、 山藤章二  岩波書店 

・50 歳からの婦人科 松峯寿美監修 高橋書店 

・神の島のこどもたち 中脇初枝 講談社 

・教皇フランシスコ 乗 浩子 平凡社 

遊戯室だより  電話 ７１３５－３９６０ 

☆0 才のじかん 

6 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 直接どうぞ 

内容：0 歳児と保護者を対象にした、親と子

の交流や情報交換の場です。 

☆なかよし広場 

6 月 11 日(火）・25 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。 

  

 

 

 

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 7 日(金)・7 月 5 日(金) 10:30～ 和室 

6 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 



  ―両面ご覧下さい― 

とみせプレーパーク に集まろう!! 
子育ち 子育てを応援する地域づくり 

日  時 7 月 20 日（土） ※雨天は中止 

10：00～12：00  

場 所 高野台児童公園 

内 容 水鉄砲・割り箸鉄砲・すいか割り 

対 象 小学生以下（幼児は保護者同伴） 

参加費 無料（すいか代 大人は 50 円） 

服 装 汚れてもよいもの 

子どもの育ちや子育てをとりまく状況は、少子化

や核家族化、地域のつながりの希薄、共働き家庭の

増加等さまざまな問題が顕在化しています。こうし

た状況のなか、子育ち、子育てを応援する地域づく

りを進めていきたいとの思いから、公園で遊ぼうよ

“とみせプレーパークの会”を、立ち上げました。子育

てや子どもの健やかな育ちを地域で支えて行きまし

ょう。 

お手伝いをして下さる方は、下記まで連絡下さい。 

問い合わせ先 とみせプレーパークの会 

受川 080-3094-7731    【福祉事業部】 

 

布施遊戯室 夏休み特集!! 

7月 27日 クラフト教室「帆船」 先着 20 人 

牛乳パックで帆船を作ります。 

7 月 27 日(土) 9：30～11：30 

小学生以上対象（3 年以下は保護者同伴） 

参加費 1 人 250 円 

申込：7 月 16 日(火)13：30～ 電話で  

8 月 7日 枝絵（えだえ）アート 先着 20 人 

木の枝を使って作品を作ります。 

8 月 7 日(水) 9：30～11：30 

小学生以上対象 参加費は無料 

申込：7 月 3 日(水) 15：00～ 電話で  

8 月 5 日 夏☆フェスタ in ふせ 

  8 月 5 日(月）10：00～11：30 

対象：乳幼児～18 歳（未就学児は保護者同伴） 

内容：夏まつり(もぐらたたき、魚つり、ボーリング、

お店やさんなど)とおばけやしきを楽しみます。 

申込：直接どうぞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
夏☆フェスタ実行委員募集 先着 8名 
フェスタでの夏まつりの企画・準備と当日の会場作り
と運営をします。 

実行委員会(7/26 金 8/2 金 9:30～11:30) 

当日の運営(8/5 月 9:00～12:00) 

申込：7 月 2 日(火)13:30～ 電話で  
おばけやしき実行委員募集 先着 10 人 

おばけやしきの企画・準備・製作と当日の会場作りと

運営をします。 

実行委員会(7/29 月 9:30～11:30 

 8/4 日 13:30～16:00) 

当日の運営(8/5 月 9:00～12:00)  

申込：7 月 2 日(火)14:00～ 電話で 

【布施遊戯室 7135-3960】 

令和元年 7 月（第 278 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】 

7 月 3 日(水) 12:00～15:00 

★イベント フラダンス 

8 月 7 日(水) 12:00～15:00 

★イベント ウクレレ 

珈琲・紅茶・昆布茶 100 円 

移動交番 

【柏警察署】 

7 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】 

7 月 19 日(金) 17:00～19:00 

布施近隣センター料理実習室 

健康柏おどり 

【体育部】 

7 月はお休み 

各地区祭りの盆踊りに参加 

とみせプレーパーク 

【福祉事業部】 

7 月 20 日(土)  左記参照 

高野台児童公園  

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） 

7/2・16  8/6  9/3・17 

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) 

7/2 ・12 ・16 ・26 

8/6 ・ 9 ・20 ・23 

9/3・13・17・27 

10:00～15:00 

ひだまりサロン寺山 

寺山ふるさと会館 

7/18  8月休み  9/19 

13：00～15：00 

利根なごみの会 

利根ふるさと会館 

7/21  8/18  9/15 

13：00～15：00 

脳トレ・チャレンジの会 

北柏町会ふるさと会館 

7/5   8/2   9/6 

10：00～12：00 

脳トレ・かわせみの会 

根戸近隣センター 

7/25  8/22   9/26 

10：00～12：00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ―両面ご覧下さい― 

これからも自信をもって 

早期建替えに向けた運動を続けていきます！ 

市立柏病院現地建替え対策委員会 

市立柏病院建替え問題は、平成 26 年に市長（行政）

側から私たち住民に提起されてきた課題です。その理

由は当時すでに、建築後 36～38 年経過した病棟など

の「老朽化」です。私たちの運動により、「移転」はな

くなりましたが、それ以降市長は、建替えそのものへ

の意思表明を控えるようになりました。 

当初「移転の芽」がある頃には、移転による建設費

用が現地建替えより 20 億円以上も上回っていたのに、

それがほとんど問題とされていませんでした。しかし、

移転がなくなった今になって、建設費用（公式に約 111

億円）が膨大になるが故に、病院経営の基盤をより一

層強化せねばならない、といったことを言い始め、建

替えについての言及を避けるようになったのです。 
 市立柏病院の経営状態は、千葉県或いは全国的にも

公立病院として非常に良い状況下にあります。これを

早期に建替え、医療事業を時代に即して整備していけ

ば、経営基盤は確実により強固なものとなっていきま

す。私たちも、これを地域として側面的に支えていく

ことが、私たち自身、それに柏市民、周辺圏域住民に

とっても望ましいことだと思っています。 

現地に即刻建替えるべきです。  【総務部取材】 

整形外科初診には 紹介状が必要 

柏市立柏病院整形外科の初診は、紹介状がない方の受

付は行っておりません。 

最近、整形外科を受診する患者さんが多くなり。同病院

では、2 次救急病院として地域の診療所・クリニックと連携

して、平成 28 年 6 月から完全紹介制に移行しています。

まずはお近くのクリニックで受診してください。 

なお、整形外科以外の内科などの診療科は、紹介状がな

い方の初診も受けつけています。     【総務部取材】 

“たすけあい“のしくみ作りに  
まず４町会を訪問 支えあい推進員 

 今年 2 月に開催した支えあい会議・地区懇談会で、

地域への支えあいの周知がもっと必要であることがわ

かりました。そこで、今年度は町会・自治会に積極的

に出向き、周知や現状把握を行うこととしました。 

 これまでに布施新田、北柏、根戸中、寺山の 4 つの

町会からお話を伺いました。町会住民の交流の場を活

発にしていきたい、町会住民へアンケートを実施した

いと、どの町会からも前向きなお話を伺うことができ

ました。中には町会住民対象の説明会を開催して、た

すけあいの仕組み作りを具体的に検討していきたいと

いう町会もありました。 

 それぞれの町会のご希望に沿った取り組みを一緒に

進めていきたいと考えています。今後も各町会・自治

会にどんどん伺いますので、よろしくお願いします。

【富勢地域支えあい推進員】 

まず相談！身内の人へ 警察に！ 
オレオレ詐欺のいろいろな手口 

健康をねらった薬や健康器具の訪問販売、送りつけ販売 

孤独な一人暮らしの人にやさしい言葉をかけて、だます 

お金の話しで『儲かる話しがある』『当選なさいました』

など、さまざま手口であなたを狙っています。 

【寄稿 消費生活コーディネーター富勢地区担当】 

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  

・そして、バトンは渡された 瀬尾 まいこ 文藝春秋 

・沈黙のパレード([ガリレオ]) 

東野 圭吾 文藝春秋 

・かがみの孤城 辻村 深月 ポプラ社 

・すぐ死ぬんだから 内館 牧子 講談社 

・一切なりゆき 樹木希林のことば(文春新書) 

樹木 希林 文藝春秋 

・昨日がなければ明日もない「杉村三郎シリーズ」 

宮部 みゆき 文藝春秋 

遊戯室だより  電話 ７１３５－３９６０ 

☆０才のじかん 

7 月 3 日(水）、10 日(水）、17 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

の交流や情報交換の場です。 

※7 月 24 日から 8 月中はお休みです。 

☆なかよし広場 

7 月 9 日（火）、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。 

★7 月 27 日 クラフト教室 (裏面参照) 

☆8 月 5 日 夏☆フェスタ in ふせ (裏面参照) 

★実行委員募集  (裏面参照) 

★8 月 7 日 枝絵（えだえ）アート (裏面参

照) 

 

 

 

 

おはなし会だより 

・布施近隣センター (布施分館)  

7 月 20 日(土) 15：00～ 遊戯室 

・根戸近隣センター(根戸分館) 

7 月 5 日(金) 10:30～ 和室 8 月はお休みです  

7 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 

★印→予約あり 詳細と申込方法は広報「か

しわ」7/1・7/15 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― 

 

 

 

 

 

 

 
 

いよいよ始動！ 

八朔相撲大会・三世代ふれあい体育祭 

当協議会あげての２大イベント、本年度の第一回実

行委員会が 6 月 25 日に開催され、盛大なる開催に向

けて準備に入りました。 

復活第 25 回八朔相撲大会 10 月 5 日(土) 

令和元年度三世代ふれあい体育祭 10 月 20 日(日) 

町会・自治会および関係学校には、別途ご案内するほ

か、実施要領は 9 月・10 月号に掲載します。【総務部】 

市立柏病院の医師・看護師などによる 

地域講座のお知らせ  

今回は、眼精疲労についての講座を予定しておりま

す。 どなたでも参加できます。ご興味のある方は、是

非ご参加ください。  

日 時 ： 8 月 26 日(月）13：00 ～14：00   

場 所 ： 布施近隣センター会議室 

講 師 ： 視能訓練士 千吉良 麻里氏  

内 容 : 「放っておくと怖い眼精疲労について」  

申し込み： 当日直接会場へ   

問い合わせ 福祉事業部事務局 

村上 7162-0104 

※視能訓練士(しのうくんれんし)とは、国家資格。 

斜視・弱視の者に対し訓練・矯正を行い、視力回

復をはかる専門職。      【福祉事業部】 

ホームページのＵＲＬを変更しました 

新ＵＲＬ (インターネットの住所)は 

https://furusatotomise.com です。 
furusatotomise とローマ字入力すれば確実にホー

ムページが開きますが、従来の「ふるさと富勢」で

上位にリストされるようになるまでは多少時間がか

かると思われます。スマホでは、上欄のＱＲコード

を読み込むと直接ホームページが開きます。また、

従来の URL にアクセスすると新ＵＲＬへ当面自動転

送しますが、「お気に入り」などに登録している方は

新ＵＲＬへ登録変更をお願いします。 

平成 18 年に開始した当協議会ホームページも、13

年を経過し、掲載する記事量も増加してきました。

さくらインタネットのレンタルサーバーを使用する

ことで、従来より低価格かつ大容量のホームページ

を掲載することができるよう改善しました。 

今後は、当協議会情報のみならず、遊戯室・青少協

などのほか、富勢の色々な地域情報の掲載を強化し

ていく予定にしています。ご期待下さい。【総務部】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「特殊詐欺防止講座」開催！ 

日時：9 月 14 日(土) 13:00～ 

場所：布施近隣センター 会議室 

内容：「柏市の特殊詐欺対策」について 

柏警察署地域課「移動交番」 

参加対象者：各町会・自治会、 

各種サークル・グループの方 

※詐欺事件多発の折、多数のご参加をお待ちして

おります。当日、会場にお越しください。 

【寄稿 消費生活コーディネーター富勢地区担当】 

 

 

 

 

 

令和元年 8月（第 279号）1980 年創刊 

毎月１日 各戸配布 8,000 部発行 

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) 

ホームページ 

https://furusatotomise.com 

ＱＲコード又は「furusatotomise」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】 

8 月 7 日(水) 12:00～15:00 

★イベント ウクレレ 

9 月 4 日(水) 12:00～15:00 

★イベント ドジョウすくい 

珈琲・紅茶・昆布茶 100 円 

移動交番 

【柏警察署】 

8 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】 

8 月 16 日(金) 17:00～19:00 

布施近隣センター料理実習室 

健康柏おどり 

【体育部】 

8 月はお休み 

各地区祭りの盆踊りに参加 

富勢地区のつどい・子育てサロン 

かるがも 

おしゃべり広場 

【福祉事業部】 

8 月はお休み  

9/19 10/17 (木) 

10：00～11：30 

わらび（北柏駅前保育園） 

はちのこ 

おしゃべり広場 

【福祉事業部】 

 

休会 

ふ せ  

おしゃべり広場 

【福祉事業部】 

8 月はお休み  

◎9/20(計測日) 10/18 (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】 

8 月はお休み  

9/3 10/1 (火) 

10：00～11：30 

根戸近隣センター 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



―両面ご覧下さい― 

前原Ａチームが団体優勝 

グランドゴルフ大会 

6 月 1 日 あけぼの山で町会・自治会から、17 チー

ムが参加して、前後半合計 16 ホールを競いました。 

選手 102 名、平均年齢は 74 歳。(80 代は 24 名) 

団体戦成績：標準 288 打(16 ホール×3 打×6 人) 

順位 町会名 打数計 平均年齢 

1 前原  A 263 80.33 

2 根戸中 B 264 76.50 

3 高野台 B 267 77.67 

4 根戸中 A 269 77.50 

5 高野台 A 271 78.00 

個人成績 標準 48 打(16 ホール×3 打) 敬称略 

順位  チーム名 参加者名 打数計 

1 利根 佐藤 松子 33 

2 前原  A 武田 幸夫 38 

3 利根 田中佳代子 38 

4 布施新町 B 渡辺 隆夫 39 

5 根戸中 A 高橋 吉次 39 

※同一打数は 年齢の高いほうが上位 【体育部】 

現地建替えまでガンバリましょう 

柏市立柏病院現地建替え対策委員会 

病院建物の老朽化が進行してきているから建替え

をしたい（H26 年 2 月頃）、と言い始めたのは市長で

す。市長は、当初この建替えに伴って、柏市最北部へ

の「移転」を目論んでいましたが、現在地周辺住民か

らの反対運動の拡がりで、移転が不可能となるや「老

朽化」への言及を控え、建替えるには経営基盤の強化

が必要。それ故、決定に際しては、病床利用率ＵＰな

どといった「条件」を設定してきたのです。私たちは

築後 42～3 年にもなる病院を，今風に建替えてこそ、

経営基盤はより一層強化されていく、との観点からこ

れからもこの運動を続けていきたいと考えています。 

【総務部取材】 

笛・太鼓をやってみませんか? 布施囃子会 

古くから伝わる郷土芸能の一つとしてのお囃子です。

笛・太鼓をやってみたい、子供から大人まで多くの方

を募集しています。月 4 回 日曜日 13:30～15:30。 

布施囃子会 柏市布施 1435 海老原一郎 

7131-6398 Mail:ichiroebi1119@gmail.com  
【寄稿】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

団
体
戦 

表
彰

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 14 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 

小説推理  ＤＩＭＥ（ダイム） 

＆ Ｐｒｅｍｉｕｍ ダ・ヴィンチ 

JR 時刻表(奇数月)  旅の手帖 

モーターサイクリスト 

遊戯室だより  電話 ７１３５－３９６０ 

☆０才のじかん 

※ 8 月中はお休みです。 

9 月 4 日、11 日、18 日、25 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

の交流や情報交換の場です。 

☆なかよし広場 

8 月 13 日（火）、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。 

☆夏☆フェスタ in ふせ 

  8 月 5 日（月）詳細 前月号掲載 

★枝絵（えだえ）アート 

  8 月 7 日（水）9：30～11：30 

対象：小学生以上参加費無料 

内容：木の枝を使って作品を作ります。 

申込：電話で受付中 先着 20 人 

 

 

 

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 月はお休み 9 月 6 日(金) 10:30～ 和室 

8 月 17 日(土)  10:30～ 会議室 

当日会場にお越し下さい。 

☆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 

 



―両面ご覧下さい― 

 

 

 

 

 

 

 

 

富勢八朔相撲大会 復活 25 回になりました 

今年も例年同様に開催の準備をしています。 

日時：10 月 5 日(土)  8:50～15:00（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による男女別個人戦、

及び学校団体戦 

模擬店、昼休みイベントも例年通りです。見学は

自由です。どうぞお越しいただき、絶大なる応援を

お願い致します。    【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 

文化展 

10月 26日(土) 

～27（日） 

9：00～17：00 

（27日は 16：00

で終了） 

布施近隣 

センター 

ロビー 

会議室 

 

9月 21日(土) 

説明会開催 

9月 27日(金) 

 

囲碁 

将棋 

大会 

10月 26日(土) 

9：00～15：00 

布施近隣 

センター 

和室 

10月 19日(土) 

参加費 1,000円 

（昼食付） 

音楽 

発表会 

１１月 2日(土)  

13：00～16：00 

富勢西小 

 体育館 

9月 28日（土） 

（観覧は自由） 

芸能 

大会 

11月 10日(日)  

10：00～16：00 

布施近隣

センター 

和室 

9月 28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】 

とみせプレーパーク 第 2弾の開催!! 

子育ち、子育てを応援する地域づくり  

7 月 20 日に第 1 回目を開催したところ、60 名以上

の子どもたちが集まり、保護者、ボランティアを含め

ると 100 名近い人たちで、大にぎわいでした。 

水鉄砲、割り箸鉄砲、コマ回し、輪投げ、すいか割

り、フラフープなど親子共々、とても楽しく挑戦され、

最後に冷たいスイカでノドをうるおしました。 

次のとおり第 2 回目を開催します。みなさん是非遊

びに来てください。当日会場にお越しください。 

日時：9 月 28 日(土) 10:00 ～12:00 ※雨天中止 

場所：高野台児童公園 

内容：紙飛行機飛ばし・昔の遊びなど 

対象：小学生 （幼児は保護者同伴） 

参加費：無料 

問合わせ とみせプレーパークの会 

受川 080-3094-7731 

【福祉事業部】 
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 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 
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ホームページ 
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令和元年 9 月（第 280 号） 

す
い
か
割
り 

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 4 日(水) 12:00～15:00 

★イベント ドジョウすくい 

10 月 2 日(水) 12:00～15:00 

★イベント 二胡の演奏    

珈琲・紅茶・昆布茶 100 円 

移動交番 

【柏警察署】 

9 月 12 日(木) 10:00～11:00 

布施近隣センター 

はらぺこさん 

【福祉事業部】 

9 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】 

9 月 21 日(土)19:00～ 

布施近隣センター和室 

 

 

 

  
第 25 回八朔相撲 

【実行委員会】 

10 月 5 日（土） 

詳細は左記記載 

三世代ふれあい体育祭 

【実行委員会】 

10 月 20 日（日） 

富勢小学校校庭 

富勢地区文化祭 

【文化部】 

10 月 26 日～11 月 10 日 

詳細は左記記載 

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 

9/9 10/21  11/18 

10：00～12：00 

もみのき 

市営 D棟集会所 

9/11・25 10/9・23  

11/13・27 

12：00～15：00 

サロン さんげつ 

北柏町会 ふるさと会館 

9/16 10/お休み 11/18 

 13:00～15:00 

三木の会   ウィンザー 

ハイム北柏集会所 

9/19 10/17 11/21 

10：00～12：00 

サロン 一休  

前原会館 

9/2・9・23・30 

10/7・14・21・28 11月お休み 

12：00～15：00 

ワンデー カフェ 

コープ野村集会所 

9/12・26 10/10・24 

11/14・28 

10：00～12：00 

 

7・8月は、各町会の盆踊り大会に参加し、楽しいひと時

を過ごさせていただきました。来年は、一緒に踊れるよう

に練習に来ませんか。お待ちしております。 

 



―両面ご覧下さい― 

 

柏市議会議員 新しい布陣に期待！ 

柏市立柏病院現地建替え対策委員会 

新しい柏市議会議員 36 名が決まりました。去る 8

月 4日の日曜日に実施されたこの選挙。ただ、残念な

ことに投票率は過去最低を更新、全体で 34.22％とい

う結果に終わりました。（確定 8月 5日 0時 15分、柏

市選挙管理委員会発表）当選者の内訳は、現職 27名、

新人 8名、元職 1名ですが、この方たちがこれからの

4 年間、市政の中で大きな役割を担って活動をしてい

くことになります。 

柏市は今、他の地方自治体と同様にそれぞれ多少の

時間差はありますが、いよいよ人口減少の時代を迎え

ます。併せて超高齢化社会が急激に、しかもそれが相

当の長期にわたって持続していくことが確実に見込

まれているのです。このような時代にあって、行政の

役割はこれまでのそれとは、やはり大きく変わってい

かなくてはならないものと、私たちは考えます。 

開発の行政手法ではなく、市民全体の福祉重点への

シフトが求められているということです。その一つを、

具体的な事項に言いかえれば、私たちが 5 年以上も取

り組んできた、市立柏病院の現地建替えを初心に返っ

て、一日も早く実現させることにほかなりません。 

新しい議員の方たちには、この私たちの思いを是非

ともご理解頂き、これを市民全体にも訴え、皆さんと

共に従来以上に連帯を強化し取り組んでいきたいと

思っています。ご支援ご協力よろしくお願い致します。 

【総務部取材】 

私はだまされない！ 

ＮＨＫテレビ・ラジオで「騙されない劇場 ストッ

プ詐欺被害」が放映・放送されています。 

一日に 5～6 回、特に夕方の 6 時半のテレビ放映に

お気づきではないでしょうか。 

様々な手口と対処法がわかりやすく解説されてい

ます。是非ご覧いただき参考にして下さい。 

【寄稿 消費生活コーディネーター富勢地区担当】 

子育てお母様もホッとひといき！ 

各地区・各団体が開催する「子育てを支援

する場所」は数多くあります。 

そんな中で、小さなお子様の遊び場と、お

母様のランチ・お茶が併設されている、少し

変わった子育て支援場所を見つけました。 

お隣りの松葉地区ですが、近場なので、ち

ょっと足をのばして、行ってみるのも面白いと思いま

して、紹介します。 

「まつがさきの森幼稚園」に隣接された子育て支援

カフェ「The Giant Turnip」(ザ・ジャイアント・ター

ナップ)です。お子様の遊び場も設けてありますので、

遊ぶそばでランチやお茶もできます。お母様のホッと

できる居場所となるでしょう。育児相談もできるとの

ことでした。           【福祉事業部】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図書館だより 布施分館 ７１３２－３１９３ 

根戸分館 ７１３１－６０５３ 

予約の多い本の紹介 

そして、バトンは渡された 瀬尾まいこ 文藝春秋 

沈黙のパレード「ガリレオ」 東野圭吾 文藝春秋 

希望の糸 東野圭吾 講談社 

平場の月 朝倉かすみ 光文社 

かがみの孤城 辻村深月 ポプラ社 

※布施分館において、保存期間が過ぎた定期購
読雑誌を、9 月 14 日から 2 週間程度希望者に差
し上げます。詳細は前月号参照 

遊戯室だより  電話 ７１３５－３９６０ 

☆０さいのじかん 

9 月 4 日（水）、11（水）、18（水）、25（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 10 日（火）、9 月 24 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 

★ハッピーハロウィーン 

10 月 28 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（水）15:00 より電話で 

 

 

 

 

 

 

おはなし会だより 

・布施近隣センター (布施分館)  

9 月 21 日(土)  15:00～ 遊戯室 

・根戸近隣センター(根戸分館) 

9 月 6 日(金) 10 月 4 日(金) 10:30～ 和室 

9 月 21 日(土)  10:30～ 会議室 

当日会場にお越し下さい 

☆印→予約なし 

★印→予約あり 

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― 

 

 

 

 

 

 

 

 

秋は 行事満載です！ 

三世代ふれあい体育祭 

日時：10 月 20 日(日）９:00～15:30〈雨天中止〉 

会場：柏市立富勢小学校校庭 

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】 

富勢地域文化祭 

10 月 26 日から 11 月 10 日の間に、音楽発表会、

文化展、囲碁将棋大会、芸能大会と盛りだくさんの

イベントを行います。 

日程の詳細および参加申し込みの詳細は 9 月号をご

覧下さい。             【文化部】 

利根川クリーン作戦 

日時：11 月 10 日(日）8：50～10：30 雨天中止 

富勢が誇る自然環境の一つ、利根川流域に、心もと

ない人達により、ゴミが投げ捨てられています。 

町会・自治会・子供会の皆様お誘い合わせの上、

多くの皆さまで、ゴミを拾い集めましょう。 

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】 

第 4 回南龍寺 お十夜ミニコンサート 

日時：11 月 5 日(火) 13：00 開場 13：30 開演 

場所：南龍寺(柏市布施 1285) 

入場無料 

出演：ソプラノ～大窪 綾 ピアノ～新井 昌恵 

山田耕筰作曲「この道」 中田喜直作曲「夏の思い

出」など、テーマは”歌の旅"。歌と共に各地を旅する、

ほんのひと時をお楽しみ下さい。【寄稿 南龍寺】 

特殊詐欺防止講座開催 

9 月 14 日(土) 柏警察署「移動交番」担当者 2 名を招

いて講習会が行われました。 

次々と新たな手口で、だまして来る詐欺に、いかに

対応すべきか。 

結論は、電話・メール・ハガキでお金の話は詐欺と

心得ること。一人で悩まず、判断せず「家人、知人、

警察署、消費生活センターに相談する」でした。 

【寄稿 消費生活コーディネーター富勢地区担当】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

富勢の風物詩 稲作体験 

5 月 11 日 

田植え 

 

9 月 14 日 

刈り入れ 

 

営農組合主催 
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令和元年 10 月（第 281）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 2 日(水) 12:00～15:00 
★イベント 二胡の演奏 
11 月 6 日(水) 12:00～15:00 
★イベント 上方落語 

珈琲・紅茶・昆布茶 100 円 

移動交番 

【柏警察署】 

10 月 10 日(木) 10:00～11:00 

布施近隣センター 

はらぺこさん 

【福祉事業部】 

10 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】 

10 月 19 日(土)19:00～ 

布施近隣センター和室 

第 25 回八朔相撲 

【実行委員会】 

10 月 5 日(土）雨天翌日 

あけぼの山農業公園 

三世代ふれあい体育祭 

【実行委員会】 

10 月 20 日（日） 

左記参照 

富勢地区文化祭 

【文化部】 

10 月 26 日～11 月 10 日 

詳細は前月号参照 

利根川クリーン作戦 

【環境部】 

11 月 10 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） 

10/1・15 11/5・19 12/3 

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) 

10/1・11・15・25  

11/5・8・19・22 

12/3・13・17・27 

10：00～15：00 

ひだまりサロン寺山 

寺山ふるさと会館 

10/17 11/21 12/19 

 13:00～15:00 

利根なごみの会 

利根ふるさと会館 

10/13 11/17 12/15 

13：00～15：00 

脳トレ・チャレンジの会 

北柏町会ふるさと会館 

10/4 11/1 12/6 

10：00～12：00 

脳トレ・かわせみの会 

根戸近隣センター 

10/24 11/28 12/26 

10：00～12：00 

 



―両面ご覧下さい― 

 

防災センターで体験学習 

青少協 2019 サマースクール 8/24 

今年のテーマは「東日本大震災から 8年 防災意識

の向上」松戸市にある千葉県西部防災センターでの体

験学習を行った。昼食は、肉も野菜もウィンナーも、

たっぷりのバーベキュー

大会とスイーツ祭り。各

班で工夫を凝らしたさま

ざまなスイーツメニュー

ができあがり「とっても

おいしい～♡」「ちょっと

想像と違う…」など感

想もさまざま。 

大型バス内でレクをしているうちにあっという間

に西小へ到着。西小では、避難時のダンボールハウス

を各班の模擬家族構成でアイデアを出し合い作り上

げ、保護者や先生方にも披露した。 

【富勢地区青少年健全育成推進協議会】 

建替え判断は先送り 市議会答弁 
市立柏病院現地建替え対策委員会 

9 月の市議会で、5 人の議員が市立柏病院建替え問

題に関して、現時点における市長の考えを問いただし

ました。 

これらに対する市長答弁を要約すると、2017 年 7

月末に病院事業検討専門分科会から示された 2 条件

（病床利用率80％以上、小児医療の体制確保の目途）

が、今年度を通じてどこまで達成されたかを見た上で

判断する。従って、少なくとも来年 3 月末以降になら

なくては結論に到らない、ということになります。 

 これまでに本紙上において何回も言及してきまし

たが、ことの発端は、市長自らが病院建物の老朽化に

基づいた建替えの必要性を、二つの具体案（現地ない

しは移転先建替え）をもって提起されたところから始

まったものです。移転の場合は、病院事業債の発行額

は 95 億円、現地であればそれが 75 億円。いずれにし

てもこれら事業債は、30 年程の期間で償還される計

画として示されていたのです。 

基本設計から実施設計へと進んでいく中で、建設

費全体を極力抑え込む努力はしなければなりません

が、日毎、月ごとに老朽化が進行していくにもかかわ

らず、意味のない「意見交換会」を実施したり、新た

な「分科会」を設けて建替えへの「条件」を加えてく

るのは、私たちの運動により「移転」ができなくなっ

たことへの見せしめだったように思えてなりません。 

 柏市内病院配置の現状からしても、二次救急病院は

現在地にどうしても必要な医療機関なのです。皆さん

と共に、これまで通り運動を進めていく決意です。 

【総務部取材】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図書館だより 布施分館 ７１３２－３１９３ 

根戸分館 ７１３１－６０５３ 

 ☆新刊図書の紹介(布施分館) 

女はいつも四十雀 林 真理子 光文社 
夏物語 川上 未映子  文藝春秋 
希望の糸 東野 圭吾 講談社 
のっけから失礼します 三浦しをん 集英社 
ノーサイド・ゲーム 池井戸 潤 

ダイヤモンド社 
図解「ペダルの踏み間違い」はこれで防ぐ 

講談社   

遊戯室だより  電話 ７１３５－３９６０ 

☆０才のじかん 

10 月 2 日、9 日、16 日、23 日、30 日 

各水曜日 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 

10 月 8 日、22 日 各火曜日  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 

★ハッピーハロウィーン 

日時：10 月 28 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） 

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(水）15:00～電話で 

☆２人のマジックショー 

日時：11 月 23 日（土）13:00～14:30 

場所：布施近隣センター 和室 

対象：どなたでも（未就学児は保護者同伴） 

内容：地域で活動しているマジシャンとの交流

を通して、マジックを楽しみます。 

申込：直接どうぞ（先着 50 人） 

 

 

 

 

 

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 

・根戸近隣センター(根戸分館) 

10 月 4 日(金) 11 月 1 日(金) 10:30～ 和室 

10 月 19 日(土)  10:30～ 会議室 

当日会場にお越し下さい 

☆印→予約なし 

★印→予約あり 

広報「かしわ」10/1・11/1 号で確認を 

休室日は布施近隣センター休日に同じ 

スクリーンの火元に 消火器で噴射 

 



―両面ご覧下さい― 

 

 

 

 

 

 

 

 

11月 23 日は 防災意識を向上させ 

その後 富勢郷土の歴史を学びましょう 

富勢地区自主防災訓練 

 日時：11 月 23 日(土) 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 ・応急救護（AED）訓練 

・通報訓練 ・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】 

「高射砲連隊 訓練棟建物公開」と 

まちの記憶「物流の要衝 根戸」里帰り展 

日時：11 月 23 日(土) 10:00～16:00 

例年開催の「高射砲訓練棟」建物公開に加え、本年

は柏市郷土資料室で開催中の「物流の要衝 根戸」展

の展示品を、高野台会館で里帰り展示します。 

根戸は古墳時代から多くの人が居住していました

が、江戸時代以降も手賀沼や水戸街道を通じて物資の

流通が盛んだったそうです。遺跡の発掘品や写真資料

を展示します。郷土の歴史を学べる貴重な機会になる

と思いますので、ご家族で是非お出で下さい。 

(入場無料)    柏歴史クラブ・高野台町会共催 

問合せ：高野台会館 7199-8741 平日 10 時～16 時 

【寄稿 高野台町会】 

「人とのつながりと健康格差」講演会開催 

日時：12 月 1 日(日) 13:30～15:00 

場所：布施近隣センター 会議室 

私たちは、誰しもがいつまでも元気な日々を過ごし

たいと願っています。そんな「健康長寿」を実現する

ために必要なこと、それは日常生活の中で他者とのつ

ながりを持つことであることが、最近の調査・研究か

らわかってきました。 

 今回、村山洋史氏(東京大学高齢社会総合研究機構 

特任講師)をお招きし、上記の調査・研究について、「他

者とつながりを持つメリット」「どのようなつながり

が健康長寿に効果的なのか」などについて、より詳し

く、わかりやすくお話しして頂きます。 

皆さまの日常生活をより快適に過ごしていく上で、

必ずや新たなヒントが得られると思っています。お誘

い合わせの上、ぜひご参加下さい。 【福祉事業部】             

 ビオラ花鉢配布！ 11月 23 日（土） 

 毎年恒例の富勢中ボランテアの皆さんが育てたビ

オラの花鉢を、70 歳以上のお一人暮らしの方、83 歳

以上の高齢者宅にお届けします。当日は、富勢中の生

徒さんと民生委員がお伺いします。可愛い花鉢を楽し

みにお待ちください。        【福祉事業部】 
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 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) 

ホームページ 

https://furusatotomise.com 

ＱＲコード又は「furusatotomise」で検索 

 1980 年創刊 

毎月１日 各戸配布 8,000 部発行 

 

令和元年11月号（第282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】 

11 月 6 日(水) 12:00～15:00 

★13:00～上方落語 

12 月 4 日(水) 12:00～15:00 

★13:00～ハーモニカ演奏  

珈琲・紅茶・昆布茶 各 100 円 

移動交番 

【柏警察署】 

11 月 14 日(木) 10:00～11:00 

布施近隣センター 

富勢地域文化祭 

【文化部】 

10 月 26 日～11 月 10 日 

9 月号参照 

利根川クリーン作戦 

【環境部】 

中止 

裏面記事参照 

柏おどり練習 

【体育部】 

11 月 16 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(土) 14:30～ 

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 23 日(土） 9:00～ 

左記参照 

富勢地域の集い 子育てサロン 

かるがも 

おしゃべり広場 

【福祉事業部】 

11/21 ◎12/19 1/16(木) 

 10：00～11：30 

わらび（北柏駅前保育園） 

◎は計測日 保健師さん 

はちのこ 

おしゃべり広場 

【福祉事業部】 

 

休会 

ふ せ  

おしゃべり広場 

【福祉事業部】 

11/15 12/20 1/17 (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】 

☆11/5 12/3 1/7(火) 

10：00～11：30 

根戸近隣センター 

☆は栄養相談 栄養士さん 

 



―両面ご覧下さい― 

台風 19 号の影響で中止に… 

三世代ふれあい体育祭 利根川クリーン作戦 

体育祭実行委では、10 月 16 日夜に、苦渋の選択

で、20 日の体育祭の開催中止を決定しました。 

・利根川の遊水池周辺の田畑に被害が出たこと。 

・前日の 19 日も相当量の降雨が予測され、体育祭の

準備ができない状況になること。 

また 11 月 10 日予定の利根川クリーン作戦も、利

根川遊水池の冠水状況から、中止することにしまし

た。 【三世代ふれあい体育祭実行委員会 環境部】 

1200年の伝承と郷土愛の醸成を 
富勢東小に絵画(布施弁天 竜宮門)寄贈 

布施新町在住の画家により、東小にサイズ 10 号の絵

が寄贈されました。布施弁天・紅龍山東海寺の竜宮門

(楼門)は、全国でも数十程度しか残っていないもので、

1200 年の伝統を守っています。 

児童の記憶に残り、将来にわたり、この伝統を継承

し、さらに、郷土愛を育んでいくことを願ってのもの

です。校舎 3 階ランチルームに掲出されています。東

小に行かれた際は、是非ご覧下さい。 

【寄稿 布施新町町会】 

 

 

 

 

 

 

 

 

現地建替えまで 運動を続けます 

市立柏病院現地建替え対策委員会 

市立柏病院の建替えは、そもそも平成 25 年度に公

表された「市立柏病院整備基本方針」に示されて以来

のことです。ここに到るまでには、何年にもわたって、

市内主要病院長、柏市医師会、同歯科医師会を始め有

識者が、多くの時間と費用をかけて練り上げてきたも

のです。 

従って、ほとんど意味のない「意見交換会」や「市

立柏病院事業検討専門分科会」といった屋上屋を重ね

るようなことは、全く不要なことでもあったのです。

移転先の土地購入をしなくなったH28年 2月時点で、

直ちに現地建替えに舵を切り替えてしかるべきだっ

たはずです。 

私たちは今後とも今まで通り、この運動を自信持っ

て続けていきます。引き続きのご支援・ご協力よろし

くお願い致します。        【総務部取材】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高齢者を狙う特殊詐欺  手を替え品を替え、被害者をおとしいれようとしている。老後の貯えや生

活費をむしり取る。失われるのは、財産だけではありません。被害にあったことで自分を責め、近所づき

あい、友人とのつきあいもできなくなる。自尊心まで奪う悪辣な犯罪なのです。「私は大丈夫」ではありま

せん！一人一人が常に気をつけましょう。   【寄稿 消費生活コーディネーター富勢地区担当】 
 

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 

1 そして、バトンは渡された 瀬尾 まいこ  
2 希望の糸     東野 圭吾 
3 沈黙のパレード([ガリレオ])  東野 圭吾 
4 むらさきのスカートの女  今村 夏子 
5 一切なりゆき 樹木希林のことば 樹木 希林 

遊戯室だより  電話 ７１３５－３９６０ 

☆0 才のじかん 

11 月 6 日、13 日、20 日、27 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

交流や情報交換の場です 

☆なかよし広場 

11 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 

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(土)  13:00～14:30 

場所：布施近隣センター和室 

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わくわくドキドキの 

   楽しいマジックショーです。マジックの体

験もあります 直接どうぞ（50 人） 

★ハッピークリスマス 

12 月 9 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） 

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（土） 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 16 日(土) 15:00～ 遊戯室 

・根戸近隣センター(根戸分館) 

11 月 1 日(金) 12 月 6 日(金) 10:30～ 和室 

11 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→予約あり  

広報「かしわ」11/1 11/15 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― 

 

 

 

 

 

 
 

 

 いこい宿連寺 が仲間入り!! 
富勢地区ふれあいサロン 

富勢地区 14 ヶ所目のふれあいサロンとして、新し

く開設されました。 

開催場所：宿連寺会館 

開催日：毎月第４土曜日 13：00～15：00 

参加費：100 円（コーヒー お替り自由） 

問合せ：宿連寺町会 菊地（☎ 7134-0173） 

※どなたでも、お気軽にお集まりください。 

 沢山の方のお越しをお待ちしています。 

【福祉事業部】 

 脳トレ 「かわせみの会」  
富勢地区ふれあいサロン 

脳トレは、誰もがかかりうる認知症を、トレーニン

グにより予防することを目的に行っています。 

かわせみの会は、国立健康長寿研究センターで学ん

だ、なばな会の方々が指導してくれています。この

方々は、高齢化の波による脳トレの必要性を感じ、迫

力と一生懸命な姿勢、研究熱心さ、そして”おもしろい

指導”を取り入れています。 

参加者の皆さまからは「近頃こんなに笑ったことが 

あったかしら」と言われるほど楽しく参加していただ

いています。歌ってゆっくりストレッチ、ゲームや遊

びでワイワイ楽しんでいます。 

ご興味のあるかたは、是非ご参加ください。 

開催場所：根戸近隣センター２階会議室 

      毎月第 4 木曜日 10：00～12：00 

参加費：無料 申込み：不要 直接お越し下さい 

富勢地区では 14 ヶ所のサロンを開催していますが、

その内 2 ヶ所のサロンで脳トレを取り入れています。

もう 1 ヶ所は、北柏町会ふるさと会館で行われている

「脳トレ・チャレンジの会」です。【福祉事業部】 

あけぼの山農業公園イルミネーション 

今年のテーマは 「クリスマス」 

11 月 22 日(金)～12 月 25 日(水) 16:30～21:00 

風車前広場を中心に、18 万

球の LED 電球が夜の公園

を、鮮やかに彩ります。 

22 日の点灯式は、雨で中止

になりました。 

【総務部取材】 

冒険の遊び場 とみせプレパーク 第３弾 

日時：12 月 7 日(土）10:00～12:00 (雨天中止) 

場所：高野台児童公園 

対象：小学生 参加費：無料 当日直接会場へ 

問合せ：とみせプレパークの会 

       受川 080-3094-7731 

【福祉事業部】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

フルーツを送ったのは詐欺！ 

「バアチャン元気！オレだけどみかん送ったから食べ

てね。」と電話があった。翌日また電話があり、「みかん

着いたか？」と確認しながら、「実は一緒に会社の小切手

も送ってしまった。」 

「今日中に 50 万円を会社に戻さないと大変なんだ。な

んとかならないか」と困った様子。みかんを送ってくれ

る、やさしい孫可愛さに、50 万円渡した。しかし後でだ

まされたとわかった。気をつけて下さい。 

【寄稿 消費生活コーディネーター富勢地区担当】 
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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】 

12 月 4 日(水) 12:00～15:00 

★13:00～ハーモニカ演奏 

1 月 8 日(水) 12:00～15:00 

★13:00～詩吟と落語 

珈琲・紅茶・昆布茶 各 100 円 

移動交番 

【柏警察署】 

12 月 12 日(木) 10:00～11:00 

布施近隣センター 

はらぺこさん 

【福祉事業部】 

12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】 

12 月 21 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 

ぼっくい    布施新町  

三富医院 3階会議室 

12/16 1/20  2/17 

10：00～12：00 

もみのき 

市営 D棟集会所 

12/11 1/8・22 2/12・26 

12：00～15：00 

サロン さんげつ 

北柏町会 ふるさと会館 

12/16 1/20  2 /17  

 13:00～15:00 

三木の会   ウィンザー 

ハイム北柏集会所 

12 /19 1/16 2/20 

10：00～12：00 

サロン 一休  

前原会館 

12 /2・9・16・23 1/20・27 

2月工事休会 12：00～15：00 

ワンデー カフェ 

コープ野村集会所 

12/12・26 1/9・23 2/13・27 

10：00～12：00 

いこい宿連寺 (新規) 

宿連寺会館 

12/28・ 1/25 ・2/22 

13:00～15:00 

 

 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) 

ホームページ 

https://furusatotomise.com 
ふるさと富勢又はＱＲコードで検索 



―両面ご覧下さい― 

「2 条件」達成に向け、最大限の努力！ 

野坂市立柏病院長と意見交換会 

 11 月 19 日（火）午後 3 時から、市立柏病院会議室

において、野坂院長を囲んで地域住民代表者との「意

見交換会」が開催されました。地域からは後藤委員長

以下 17 名、病院側は院長、保健福祉部市原理事、医

療公社管理課小倉課長など 10 名が参加、約 1 時間半

にわたって、熱心な意見が交わされました。野坂院長

からは、現有の医師・看護師・職員などと手を携え、

今年度中に「2 条件」を達成して、病院建替えに最大

限努力をしていきたい旨の、心強い意思表示がありま

した。              【総務部取材】 

市制施工 65 周年記念 市政功労者の表彰 

本年 11 月 15 日、柏市市制施行 65 周年を迎えまし

た。昭和 29 年、人口 43 千人でスタートし、現在では

42万人を超える千葉県でも有数の都市になりました。 

柏市では、地域社会の発展と福祉増進に貢献された

491 名と 26 団体の表彰式を 11 月 16 日に、アミュゼ

柏で行いました。当協議会関係者は次のとおりです。 

(敬称略) 

自治功労 秋山 宏夫・森川 利子・岩淵 敬一 

坂巻 勝 

保健・福祉功労 渡邉富士子・山田君代・一色京子 

高橋芳正・飯田万里子・少名子正彬 

村上邦子 

安全消防功労 後藤 敏      【総務部】 

八朔相撲大会 富勢小が団体優勝！ 

10 月 5 日（土）恒例の八朔相撲大会が開催されまし

た。昼休みには千賀ノ浦部屋の 3 力士とのチビッ子相

撲、東小音楽部の演奏を楽しみました。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。 

 

  男子 女子 

学年 優勝 準優勝 優勝 準優勝 

1 年 山本 颯汰 新井 優太 青山 志乃 高橋 遥 

2 年 宇佐見和志 小沼 杏樹 井澤 汐花 椎橋 美月 

3 年 宮内 颯甫 小出 大地 畠山 歩未 八木里桜歌 

4 年 川﨑 駿 木原 颯斗 天瀬 夏美 根本 舞歌 

5 年 關口 耀太 佐藤 飛羽 東川 芽衣 野田 愛子 

6 年 新井 将生 本栁 颯大 久木美七海 古賀 天音 

富勢東小音楽部の演奏 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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(土)～1 月 4 日(土) 
臨時休館(蔵書点検による) 
布施分館 

令和 2 年 1 月 20 日(月)～1 月 27 日(月) 
根戸分館 

令和 2 年 2 月 3 日(月)～2 月 10 日(月) 

遊戯室だより  電話 ７１３５－３９６０ 

☆０才のじかん 

12 月 4 日（水）、11 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 10 日（火）、24 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 

★ハッピークリスマス 

  12 月 9 日（月）10：30～11：30 

  場所：布施遊戯室 

  対象：乳幼児と保護者 

  内容：クリスマスリースを作ったり、歌や絵本、

パネルシアターをみんなで楽しみます。 

  申込：ただ今受付中（先着 15 組） 

☆なかよし広場スペシャル 

「みんなでおにたいじ」 

1 月 28 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 

 

 

 

 

 

おはなし会だより 

・布施近隣センター (布施分館)  

12 月 21 日(土) 15:00～ 遊戯室 

・根戸近隣センター(根戸分館) 

12 月 6 日(金)  1 月 10 日(金)  10:30～ 和室 

12 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→予約あり 

   広報「かしわ」12/15 号で確認を 

 休室日は布施近隣センター休日に同じ 


