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☆０才のじかん
65 歳以上のおひとり暮らしの方々をお招きした昼
食会です。例年、春の開催ですが、コロナ禍のため延
11 月 10 日（水）、17 日（水）、24 日（水）
期していました。このたびは状況を踏まえ、コロナ対
12 月 1 日（水）、8 日（水）、15 日（水）
※12 月 22 日（水）はお休みです。
策を充分に行い、開催することにしました。
13：30～15：00
開催日：11 月 30 日(火)
対象：０歳児と保護者 直接どうぞ
会場：布施近隣センター・布施新町ふるさとセンター・
内容：０歳児と保護者を対象にした、親と子の交
高野台会館・北柏町会ふるさと会館・前原会館
流や情報交換の場です。
関係者の皆様に別途ご案内します。【福祉事業部】 ☆なかよし広場
花鉢配布～今年度は、「ビオラ」ではなく、富中生徒
11 月 9 日（火）、23 日（火）
さんからのお手紙の配布とします。
【福祉事業部】
12 月 14 日（火）、28 日（火）
10：00～11：20
富勢地区防災訓練～消防署(富勢分署)と協議の上、
対象：乳幼児と保護者 直接どうぞ
中止することにしました。 【自主防災防犯部】
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。
利根川クリーン作戦～前年は、富勢地区クリーン作
★２人のマジックショー
戦を実施しましたが、本年は、いずれも中止とし
ました。
【環境部】
11 月 20 日（土） 13：00～14：30
場所：布施近隣センター1 階和室
対象：乳幼児～18 歳（未就学児は保護者同伴）
新市長宛に「要望書」を提出！！
内容：2 人のマジシャンによるドキドキわくわく
市立柏病院現地建替え対策委員会
のマジックショーです。
10 月末に、柏市の新しい市長が決まりました。
マジック体験もできます。
申込：11
月 2 日(火)13：30～電話で(先着 17 人)
当対策委員会では、市立柏病院の建替え問題について、
これまでの取組み（運動）の主旨とその経緯をまとめ、 ★ハッピークリスマス！
早期建替えに向けた「要望書」を新市長へ提出してい
12 月 13 日（月）10：00～11：00
くこととしました。
場所：布施遊戯室
対象：乳幼児と保護者
早急に提出し、新市長には、私たちの切実なる思い
内容：簡単な工作や季節の歌、ブラックシアター
を充分にご理解頂き、一日でも早く、建替え準備作業
などを楽しみます。
に入るべく、強く要望していくことにしました。
申込：11 月 16 日(火）13：30～電話で
【総務部取材】
(先着６組）
【布施遊戯室】

「きたかしわ ぶんかさい」 この秋 開催
11 月 27 日(土)に、北柏ふるさと公園にて、北柏地区では初めて
の文化祭企画を催すこととなりました。8 月 21 日開催の「ヒミツ
フェスティバル」で延期となった音楽ステージ「Forest Music
Cruising」のリベンジ開催や、
「本と花の広場＠北柏」、歌舞伎や
書道パフォーマンス、手作り科学館 Excedra や箏（こと）に触れ
る体験、竹を使ったモノづくりワークショップ、奥手賀で活動し
ているヌマベクラブとのコラボレーションとして、ごみで作った
アート展示や、ヌマベキャラバンの体験、北柏地域で活動する団
体や個人の作品展示等を、広い公園全体を使って行います。
「島」
にも展示を行い、11 月から北柏ふるさと公園でイルミネーション
が点灯されていることと、竹づくりでの灯篭のコラボレーション
も予定しており、今までにない北柏ふるさと公園の光景が生まれ
ます。密を避けた空間で、新しいスタイルの「ぶんかさい」を体
験してみませんか。
【寄稿 北柏町会】

―両面ご覧下さい―

買い物にお困りの方は
移動スーパーの活用も検討されてみては？

コロナに負けない身体づくり

買い物が不便な地域への支援と見守り活動を推進す
るため、柏市と株式会社カスミが協定を締結し、柏市
北部で 10 月 4 日から移動スーパーが始まりました。
曜日ごとに運行場所が異なり、富勢地区は毎週金曜日
に運行されています。野菜・お肉・お魚などの生鮮食
品、菓子などの加工食品、おにぎりやお弁当、日用品
などが販売されているようです。
【富勢地区内 運行スケジュール】※時間は目安です。
天候や交通事情により変更になる場合があります。
10:20～ 県立柏高校正門近く
10:40～ 前原会館
11:00～ デイサービス さくら宿連寺
11:30～ 花の井保育園
13:45～ 土谷津ふるさと会館
14:05～ あけぼの山公園さくら山
14:25～ 新屋敷ふるさと会館
14:45～ 寺山ふるさと会館
15:10～ 西部消防署富勢分署
15:30～ 八坂神社（布施）
問合せ：フードマーケット カスミ 柏たなか駅前店
TEL:04-7137-1533〈受付時間 10 時～17 時〉
運行場所が近く、買い物にお困りの方など、一度利
用されてみてはいかがですか？
地域支えあい推進員は、町会単位の支えあい活動の
立ち上げや運営支援等のほか、地区内の様々な情報発
信もしています。
【寄稿 富勢地区支えあい推進員 光城京子】

富学協全体会議と
「県内 1000 か所ミニ集会」同時開催
10 月 9 日、富勢西小学校において、第 5 回柏市富
勢中学校区学校運営協議会（富学協）全体会議が開催
されました。参加者は富学協 20 名（リモート参加も
含む）の委員と、柏市教育委員会学校教育課・生涯学
習課、土中学校、土小学校、増尾西小学校からのオブ
ザーバー6 名です。
全体会議に先だって行なわれた「学校を核とした県
内 1000 か所ミニ集会」（県教育委員会主催）では、
柏市教育委員会児童生徒課の小林唯浩氏より「地域と
共に取り組む交通安全活動について」をテーマに講話
があり、「小学 2 年生から事故（とくに自転車事故）
が増加する」など市内小中学生の交通事故の実態と、
地域での安全指導のポイントなどをお話しいただき
ました。
「児童・生徒が横断歩道を渡るときは、右左そしてま
た右を確認するだけではなく、運転手と目が合ってか
ら渡るようにする」「学校・保護者・地域が安全意識
を共有し、子どもに対して誰もが同じ内容の指導をす
べき」などの指摘は、肝に銘ずるべき重要なポイント
だと思います。
富学協では 10 月末を期限として『ふるさと富勢通
学路事情調査』を実施したところです。全体会議では
その集計方法などについても検討しておりますが、今
後も地域の子どもたちの安全のためにさまざまな方
策を講じていきたいと考えておりますので、みなさま
のご協力をお願いします。
なお、富学協では活動内容を地域の皆様に知ってい
ただくため、HP を開設しております。ぜひご覧下さ
い。URL https://tomise.com
【寄稿 富勢中学校区学校運営協議会（富学協）
】

11 月は寒暖差も落ち着き、比較的過ごしやすい日
が続きます。この時期は冬に備えて体力作りをする
絶好の機会です。
コロナに加え 12 月以降、風邪やインフルエンザ、
ノロウイルスなども流行してきます。これらの感染
症に負けない体をつくりましょう。
食事と運動で病気予防をしましょう！
食生活で免疫力をアップさせ感染症にかかりにくい
体づくりを心掛けましょう。
【ワンポイントアドバイス】
・多品目の食品を、１日３回の食事でバランスよく食
べましょう。
・ヨーグルト、オリゴ糖など、腸内の善玉乳酸菌を増
やす食品を積極的にとり、腸内環境を整えましょう。
・抗菌作用のある、におい成分の強い野菜、ハーブ、
薬味などを上手に利用しましょう。
・玉ねぎ、梅干しなどの殺菌、解毒作用のある食品を
とりましょう。
免疫力アップの豚もやし蒸し(二人分)
材 料：豚ももスライス
100g
もやし
半袋
鶏がらスープの素
小さじ 1
ポン酢
適量
※ニンジンやブロッコリー、
キノコ類もお好みで…
作り方：耐熱皿に洗ったもやしと豚肉をのせ、
鶏がらスープの素を全体にふりかけて、ラ
ップがけして、電子レンジで 600Ｗ 5 分
程度加熱しポン酢をかけて召しあがれ。
【福祉事業部】

コロナ禍の葬儀
思わぬ高額になることも！
1.父が亡くなり葬儀を行なったが、親族 7 人しか参
列しなかったのに、
「コロナ対策」なのでと 40 万
円請求された。
2.夫の葬儀を行ったが、通常の葬儀費用に加え、
「コ
ロナ対策」として衛生管理費を請求された。あま
りにも高額なので困ってしまった。
・葬儀費用に関するトラブルが、多く見られますが、
コロナ禍の感染対策などで、通常では発生しない費
用がさらに追加されるケースがあります。
・葬儀社との打合せは、喪主だけではなく、親族など
複数人で行ない、申し込む前に見積書で、納得でき
る内容や金額であるかを、よく確認しましょう。
・困った時は消費生活センターに相談しましょう。
消費者ホットライン １８８
【寄稿 消費生活コーディネーター富勢地区担当】

―両面ご覧下さい―

10 月 9 日
富勢西小学校
富学協全体会議

