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毎月１日 各戸配布 8,000 部発行

ゆうゆう会・花鉢配布事業実施のお知らせ
お一人暮らしの方を囲む会『ゆうゆう会』は１０月３１日
に、『花鉢配布事業』は１１月末頃に、それぞれ開催する
予定となりました。コロナ感染拡大も懸念され、状況によ
り変更、中止となる可能性もありますが、詳細はまたご報
告させていただきます。また対象の方々には、民生委員を
通じてお知らせ致します。
【福祉事業部】

令和４年度文化祭中止のご案内
暑さも一段と厳しくなって参りましたが、皆様におかれ
ましては、未だ新型コロナウイルス感染症対策に日々ご尽
力されていることと存じます。
さて、このたび「令和４年度文化祭」の開催を、３年連
続で中止させていただくこととなりました。新型コロナウイ
ルス感染症の再拡大により、皆様の健康と安全を最優先
に考慮した結果、苦渋の決断をせざるを得ない状況とな
りました。文化祭にご協力をいただきます皆様には、ご迷
惑おかけいたしますことを深くお詫び申し上げます。
今後とも、富勢地域ふるさと協議会へのご協力と、
末永くご支援頂けますよう、よろしくお願い申し上げます。
予定していた文化祭の内容
・文化展（書道、絵画等の展示）
・囲碁将棋大会
・音楽発表会（各学校による吹奏楽演奏）
・芸能大会（舞踊、カラオケ、民謡等）
【文化部】

青少協主催 2022 サマースクール
涙を飲んで断念！
８月 20 日開催を予定していた青少協のサマースクール
ですが、コロナ禍のあおりをうけて、開催を断念せざるを
得ませんでした。
戦後 77 年の夏、沖縄返還 50 周年、ウクライナとロシア
の紛争も半年を過ぎた現在だからこそ、平和の尊さ、守る
べき命の大切さを実感してもらいたく企画した内容でし
たが、実施には至りませんでした。
「この状況では仕方ないですよね。」「とっても残念です。
またぜひ企画してください。」中止の連絡をした際に参加
予定者のお声をいただき、時期や企画を再考して今年度
中には、あらためて実施したいという心持になりました。
次回の青少協の企画にご期待ください。
【富勢地区青少年健全育成推進協議会 涌井正幸】

後期高齢者(75 歳以上)の方
9 月に再度保険証が届きます
令和 4 年１０月１日から後期高齢者医療被保険者の窓
口負担は、制度改正により、これまでの１割、3 割負担に
加えて 2 割負担が導入されます。
１０月１日からの自己負担額の見直しに伴い、全ての方
に今年度は 2 回保険証が交付されます。今現在お手元に
ある保険証は９月３０日までの有効期限で９月半ば頃に、
新しい保険証が届きます。書類は、必ず郵送で届きますの
で、電話で市役所から問い合わせることはありません。ご
注意ください。
柏市市民生活部保険年金課 ☎04-7191-2594
【取材 福祉事業部】
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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
9 月 7 日（水）、14 日（水）、21 日（水）、28 日（水）
10 月 5 日（水）、12 日（水）、19 日（水）、26 日（水）
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
9 月 13 日（火）、27 日（火）
10 月 11 日（火）、25 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
9 月 21 日（水）
10 月 21 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
【布施遊戯室】

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
９月１７日（土） 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
９月 2 日（金） 10 月 7 日（金） 11 月 4 日(金)
【こども図書館 04-7108-1111】

富学協研修（四校合同ミニ集会）開催される
８月２０日、「学校と地域がお互いの情報を共有すること
で、地域の子どもたちのために何ができるか」をテーマに
四校合同ミニ集会が行われました（会場：富小）。富学協
のメンバーと小中学校の教員が 12 の班に分かれてグル
ープセッションを行い、地域と学校の連携や協働の方法
について意見を出し合い、斬新で示唆に富むアイデアが
多く出され、非常に有意義な集会となりました。
富学協では、今回の集会の成果をふまえ、富勢中学校
区の子どもたちのための活動をさらに充実したものにし
ていく所存です。
【寄稿 富勢中学校区学校運営協議会（富学協）】
―両面ご覧下さい―

民生委員の名前をかたる
詐欺にご注意を！
日頃は、民生委員活動にご支援ご協力をありがとうご
ざいます。
最近、民生委員の名前をかたり、個人情報を聞き出す
詐欺電話が富勢地区でも発生しています。民生委員が
電話で個人情報を聞くことはありませんので、ご注意くだ
さい。
民生委員をかたり家族構成や一人暮らしか
どうかなど個人情報を聞き出す詐欺電話が
多発しています。民生委員が電話で個人情
報を聞くことはありません。不審な電話があ
ったら 110 番通報してください。
柏市危機管理部防災安全課
(☎04-7167-1115)
※ 柏市公式ツイッターより引用
【富勢地区民生委員児童委員協議会】

広報誌
『あけぼの』
・
『ふるさと富勢』
の足あと （ 5 ）
あけぼの

特殊詐欺被害 148 億円
上半期 ８年ぶりに増加！
今年 1～6 月の特殊詐欺の被害額は、前年同期より
18 億円増加して、１４８億 8 千万円でした。
警察庁によると、全体の認知件数は、６３１件増えて７，４
９１件、うち６５歳以上の高齢者の被害は、全体の９割近く
の６，５０４件でした。
埼玉、千葉、東京、神奈川、愛知、大阪、兵庫の 7 都府
県で５，１５６件（68.8％）を占めています。
手口は、還付金詐欺が 2，054 件、オレオレ詐欺１，６９
５件、キャッシュカード詐欺が１，３９８件などで、いずれも
増加しています。預貯金詐欺は１，０６２件でした。
摘発人数は、1，061 人で、うち暴力団関係者が１５７
人。また、全体の 65.8％の 698 人が詐取金受取り役の
「受け子」でした。
柏市でも７月には、１,３００万円の大型詐欺被害が発生
しています。
不審な電話がきたら、すぐに電話を切って、家族や警察
に連絡しましょう。
【寄稿 消費生活コーディネーター富勢地区担当】
3 年連続で中止となった八朔相撲大会。平成 23
年(2011)には、あけぼの山の土俵が東日本大震
災の放射能汚染のため、中止になりました。
『あけぼの』40 号(Ｈ8.3.1-1996-)と、
『ふるさと富勢』（当時は、“協議会ニュース”）29
号（Ｈ１０．９．1-1998-）の記事を取り上げました。
※前月号で、復活八朔相撲の開始を平成 6 年
としましたが、平成 7 年の誤りでした。お詫びし
て訂正します。
【総務部】

―両面ご覧下さい―

