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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】

サロン ド とみせ
布施近隣センター
ロビー
【ふるさと協議会】

珈琲・紅茶・昆布茶 100 円

移動交番
【柏警察署】
はらぺこさん
【福祉事業部】
柏おどり練習
【体育部】
第 25 回八朔相撲
【実行委員会】

10 月 10 日(木) 10:00～11:00
布施近隣センター
10 月 18 日(金)17:00～19:00
布施近隣センター料理実習室

10 月 19 日(土)19:00～
布施近隣センター和室
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 10 月 20 日（日）
【実行委員会】
左記参照
富勢地区文化祭
10 月 26 日～11 月 10 日
【文化部】
詳細は前月号参照
利根川クリーン作戦
11 月 10 日(日)
【環境部】
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）
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)
第 4 回南龍寺 お十夜ミニコンサート
ひだまりサロン寺山
寺山ふるさと会館
日時：11 月 5 日(火) 13：00 開場 13：30 開演
利根なごみの会
場所：南龍寺(柏市布施 1285)
利根ふるさと会館
入場無料
脳トレ・チャレンジの会
出演：ソプラノ～大窪 綾 ピアノ～新井 昌恵
北柏町会ふるさと会館
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、 脳トレ・かわせみの会
根戸近隣センター
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

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

富勢の風物詩

10/1・15 11/5・19 12/3
12：00～15：00
10/1・11・15・25
11/5・8・19・22
12/3・13・17・27
10：00～15：00
10/17 11/21 12/19
13:00～15:00
10/13 11/17 12/15
13：00～15：00
10/4 11/1 12/6
10：00～12：00
10/24 11/28 12/26
10：00～12：00

稲作体験

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】

5 月 11 日
田植え
9 月 14 日
刈り入れ
営農組合主催
―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
スクリーンの火元に 消火器で噴射
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
根戸分館

７１３２－３１９３
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）
☆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

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
―両面ご覧下さい―

