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例年 3 月下旬開催の富勢ウォーク 中止 

新型コロナウィルス、オミクロン株の感染状況の推移が
不透明なことから、3月下旬実施予定の「富勢ウォーク」 
は中止と致します。 
さらに、昨年 6 月予定のグラウンドゴルフ大会も、11 月
に延期したものの開催できず。この 3 月末も開催中止す
ることにしました。                       【体育部】 

移動交番 少人数で開催 

2月 10日 10:00～ 布施近隣センターロビーにて、
6名の出席で行われました。 

昨年 12月現在の犯罪発生件数が報告されました。 
・千葉県……32,638件  (前年比△2,047件) 
・柏市   ……2,321件   (前年比   +82件) 

《主な内訳》 

万引き  ……  453件 
自転車盗難 ……  420件 
自動車盗難 ……   82件 
オートバイ盗難 ……   43件 
車上荒らし  ……   75件 
置き引き  ……   57件 
空巣犯  ……   47件 
忍び込み犯 ……   39件 

戸締り、施錠を 2重にするなど、お互いに注意を払い、
犯罪を未然に防ぎましょう。         【防災防犯部】 

第 6回富学協会議 

 1月 29日、第 6回柏市富勢中学校区学校運営協議
会（富学協）全体会議が、富勢西小学校で開催されまし
た。参加者は、リモート参加者を含む委員 21名と、柏市
教育委員会からのオブザーバー3名です。 
 小学校 3校からは、児童の欠席者の増加や行事の見直
しを余儀なくされていること、参観日を中止ないし分散開
催すること、新入生説明会を対面ではなく文書で行うこと
などが報告されました。 
 昨年皆様にご協力いただきました「ふるさと富勢通学路
事情調査」については、現在、富学協・学校支援班のメン
バーが、報告のあった危険箇所を写真撮影するなど、詳
細マップの作製を行っています。現地調査を通じて危険箇
所の多さに改めて驚くとともに、それをいかにみなさんに
お伝えし、行政を動かしていくか、慎重に検討しているとこ
ろです。 
 さて、現在はコロナウィルスの蔓延で、小中学生のみなら
ず大人も行動を制限されていますが、コロナ後を見据え
て、昔遊び、ふるさと散策、グラウンドゴルフなど、地域の世
代間交流の新しい在り方について、意見が交換されまし
た。こちらについては、富学協のイベント班のみならず、青
少協、ふるさと協議会などとも連携しつつ、協議を継続し
ていきたいと思います。 
「ふるさと富勢通学路事情調査」及び世代間交流等につ
いて、調査や協議に進展がありましたら、適宜富学協の
HP及びふるさと富勢等でご報告していきますので、ご注
目ください。 

【寄稿 富勢中学校区学校運営協議会（富学協）】 

布施遊戯室イベントの案内  電話７１３５－３９６０ 

☆０才のじかん    13：30～15：00 

3月 2日（水）、9日（水） 
※16日（水）、23日（水）、30日（水）はお休みです 

4月 13日（水）、20日（水）、27日（水） 
※6日（水）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    10：00～11：20 

3月 8日（火）、22日（火） 
4月 12日（火） 
※4 月 26 日（火）は「なかよし広場スペシャル」の
ため申込み制です。 

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。 

★ふせミニフェスタ 

3月 28日（月）    10：00～11：00 
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：お店屋さんごっこや魚釣り、工作やすごろくなど

を楽しみます。 
申込：3月 16日（水）13：30～電話で（先着 25人） 

★なかよし広場スペシャル 

「みんなで作ろう！こいのぼり」 

4月 26日（火）  10：00～11：20 
対象：乳幼児と保護者 
内容：簡単なこいのぼりの工作や季節の歌などを楽し

みます。 
申込：4月 16日（土）13：30～電話で（先着 6組） 

【布施遊戯室】 

こんにちは～ 

北柏地域包括支援センターです 

こんなことありませんか? 
「足腰が弱ってきたわ」 
「もの忘れが多くなってきて、心配」 
「介護保険を使いたいけど、どうしたらいいかしら？」等々 

地域包括支援センターは、高齢者の皆様が、住み慣れ
た地域で安心していきいきと暮らしていけるように、保健・
医療・福祉の専門の方が、関係各所と連携しながら、介護
でのお困り事などのさまざまな相談と支援を行っています。 

皆様お気軽にご相談ください。お待ちしています。 

連絡先：04-7130-7800 
住 所：柏市布施 1-3 (老人保健施設はみんぐ内) 
営業日：月曜日～土曜日 8：30～17：15 

【寄稿 北柏地域包括支援センター】 
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所期の目的を達成し 活動に一区切り 

2月 19日 市立病院建替え対策委員会を開催しました。 
46人中 37名出席し、8年越しの経過を報告しました。柏
市長の「現地建替え」発言をもって、対策委員会活動に一
区切りをつけることに了承を得ました。ただ、実際に現地
工事が始まるのを見届けるまでは、委員会を存続する意
見が出され、委員会の解散については、今後の協議事項
にしました。     【市立柏病院現地建替え対策委員会】 

電話ｄｅ詐欺の予兆電話が多発しています！ 

1月 11日に、八幡町・根戸地区で 
1月 12日に、南逆井地区で 
1月 14日に、布施新町・大室地区で 
電話の内容は、「息子」をかたり「会社の書類を無くし
て、お金が必要になった」というオレオレ詐欺です。犯人
は、被害者を自宅の外(駅や公園)に誘導して、現金を渡
すように指示しており、市内では、年末からこのような手口
が発生しています。 
電話の相手から、「お金」や「キャッシュカード」に関する
話しをされたら詐欺と疑い、一度電話を切って、本当の家
族・市役所や警察に相談して下さい。 
また、この記事を読んだ方は、遠方の家族にも連絡して、
注意喚起をお願いします。 
自宅の固定電話は、留守番電話に設定し、犯人と会話
する機会を遮断しましょう。(情報発信元 柏警察署) 

【寄稿 消費生活コーディネーター富勢地区担当】 

相談多数！ 「カニやホタテ」といった 

魚介類を勧めるしつこい電話 

自分では買いたいと思わない物を、業者の訪問や電
話でしつこく勧められて、断るのに困ったことはありません
か?  法律では、一度断わっている人に勧誘を続けたり、
訪問や営業の電話を繰り返してはいけないと決められて
います。 
○いらない時はきっぱり断り、今後は電話しないように、 
ハッキリ伝えましょう。 

○常に留守番電話にしておくことも、対策になります。 
○断り切れずに届いてしまっても、クーリングオフができ
ます。(受け取った日から 8 日以内に、業者にクーリン
グオフのハガキを郵送する) 

○強引に送られてきた場合、受け取りを拒否することも
できます。(宅配業者に事情を伝え、持ち帰ってもらう) 

困った時は、柏市消費生活センター 
04-7164-4100に相談して下さい。 

【寄稿 消費生活コーディネーター富勢地区担当】 

町会・自治会区分図 公開しています 

各町会・自治会長の協力をいただいて、２０町会・自治
会の境界区分図を作成しました。 

布施近隣センターで希望者に公開しています。 
毎週水・金・土曜日 13:00～17:00 事務所受付で、 
当協議会事務員に申し出ください。        【総務部】 
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