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毎月１日 各戸配布 8,000 部発行

ゆうゆう会開催のご案内
６５歳以上のおひとり住まいの方をご招待し、催しもの
(手品、楽器演奏、落語その他)等で、楽しいひとときをお
過ごしいただく会です。
日程は、10 月３１日(月)の 10：00～12：00
ご出席の会場は、お住まいの地区に限られております。
① 布施近隣センター
②布施新町ふるさとセンター
③ 高野台会館
④北柏町会ふるさと会館
⑤ 前原会館
※感染対策に配慮の上、開催させていただきます。
【福祉事業部】

花鉢配布のお知らせ
しばらくの間、コロナ禍によりお配りできなかった花鉢
（ビオラ）が、今年度は配布されることになりました。
令和４年５月１日現在 80 歳以上のお一人暮らしのか
た、85 歳以上の高齢者宅にお届けいたし
ます。１０月３日に富勢中学校のボランティ
アの生徒さんにより移植が行なわれます。
その後、水やりなどお配りするまでの間、
大切に成長を見守ります。
成長したビオラの配布予定日は、１１月
１９日（土）です。当日は、富勢中ボランティアの生徒さん
と民生委員・児童委員がお伺いしますので、よろしくお願
いいたします。
【福祉事業部】

第７回キタカシワハロウィンナイトを開催！
今年もハロウィンの季節がやってきました。そして、北柏
楽しいことやっちゃおうプロジェクトが主催する「キタカシ
ワハロウィンナイト」も開催します。
今年は１０月２９日（土）に北柏ふるさと公園にて！
コロナ禍に入ってから、社会状況を見ながらの運営を行
ってきていますが、今年は街を巡る「トリック・オア・トリーテ
ィング」も復活！
今までに無かったような体験も加わり
ます。更にこの日は「北柏オータム親子
フェスタ」も同時開催され、キッチンカー
も来るなど、終日子どものための空間が
広がります。
なおご参加にあたっては、完全予約制となり、申し込み
受付は１０月８日（土）１０時から開始となります。詳細は
Ｗｅｂサイトをご参照ください。
【寄稿 北柏町会】

おはなし会のご案内
ボランティアグループによる、絵本等のおはなし会を開
催しています。当日、会場にお越し下さい。

おかあさんのおはなし会
布施近隣センター 和室 1 1５:30～１６：００
11 月１9 日（土）

ねどちゃん
根戸近隣センター 会議室 D 10:30～11：００
10 月 7 日（金） 11 月 4 日(金)

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

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
10 月 5 日（水）、12 日（水）、19 日（水）、26 日（水）
11 月 2 日（水）、9 日（水）、16 日（水）、30 日（水）
※11 月 23 日（水）は祝日のため、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
10：00～11：45
10 月 11 日（火）、25 日（火）
11 月 8 日（火）、22 日（火）
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。
☆ミニわいわい in 布施近隣センター 10：00～12：00
10 月 21 日（金）
11 月 18 日（金）
対象：乳幼児と保護者
直接どうぞ
内容：親子で自由に遊べます。手遊びや工作などの時
間もあります。

★ハッピーハロウィーン！！
10 月 31 日(月)
10：00～11：00
対象：乳幼児と保護者 先着 6 組
場所：布施遊戯室
内容：簡単なハロウィーンの工作や歌などを楽しみます。
申込：10 月 2 日（日）13：30～ 電話で
★2 人のマジックショー
11 月 19 日（土） 13：00～14：30
対象：乳幼児～18 歳（未就学児は保護者同伴）
場所：布施近隣センター１階和室
内容：マジシャンによる手品のショー。マジックの体験も
できます。
申込：11 月 2 日(水)15：00～ 電話で (先着 26 人)
※ 遊戯室開室時間は、17 時 00 分までになりました。
（9 月 24 日より）
【布施遊戯室】

布施近隣センター改修工事のお知らせ
只今、布施近隣センターでは、施設・設備等の老朽化に伴
う改修工事を行っております。
工事予定は以下のとおりとなっております。
工事中は駐車台数の減少や工事の騒音など、当センター
をご利用の皆様には何かとご不便をおかけしますが、何卒ご
理解・ご協力いただけますようお願い申し上げます。
《工事区分と工期》
① 受変電設備改修工事 9 月 15 日～11 月下旬(予定)
② 空調設備改修工事 9 月 16 日～12 月下旬(予定)
③ ベランダ防水改修及び外壁塗装工事
12 月初旬～令和 5 年 5 月(予定)
※ 工期については、変動延長することがあります。

【こども図書館 04-7108-1111】

【布施近隣センター】
―両面ご覧下さい―

好天に恵まれ

稲刈り体験

詐欺の電話に出ないタメに！

富勢地区ふるさと農園営農組合
9 月 10 日、トマトハウス裏手の田んぼで『稲刈り体
験』が、行われました。
5 月 15 日に田植え体験で植えられた稲の収穫です。
45 組 150 人ほどの参加でした。 【総務部取材】

電話で詐欺にダマされるのは、かかってきた電話に、出
て話しをしてしまうからです。
怪しい電話に出ないためには、着信を自動で拒否をす
る機能か、自動音声アナウンス録音機能等を備えている
電話機が有効です。
柏市では、市内在住の 65 歳以上で、柏市に住民登録
をしている方を対象に、上記の機能を備えている電話機
を購入し取りつけると、購入費用の 2 分の 1 を補助して
います。
柏市「防災安全課」(市役所本庁舎 2 階)に問い合わ
せをして、新しい電話機に取り換えてはいかがでしょう
か？
柏市防災安全課 ７１６７－１１１５
追記
柏市は 9 月 13 日「振り込め詐欺多発警報」を発令し
ています。この警報は、30 日以内に 10 件以上の被害が
発生した場合に、発令されます。
【寄稿 消費生活コーディネーター富勢地区担当】
前月号に引き続き、八朔相撲大会の記事を集めまし
た。
毎年、相撲大会の翌月号の記事は、各学年男女別の
成績表を掲載してきています。

広報誌
『あけぼの』
・
『ふるさと富勢』
の足あと（ 6 ）

しかし、再掲載は個人情報の兼ね合いもあり、見送り
ました。
会場を盛り上げてくれたイベントで「ふるさと富勢」に
取り上げられた写真を再録しました。（看板は「あけぼ
の」に掲載された写真です）

平成 14 年 11 月（第 79 号）

平成 15 年 11 月（第 91 号）

平成 19 年 11 月（第 139 号）

平成 28 年 11 月（第 246 号）
平成 24 年 11 月（第 199 号）

あけぼの 平成 12 年 11 月（第 53 号）

―両面ご覧下さい―

