平成 28 年 6 月（第 241 号）

平成２８年度定期総会開催される
富勢地域ふるさと協議会
5 月 29（日）に定期総会を開催致しました。新年度
の役員を決め、活動方針と予算を審議・決定しました。

協議会役員

（敬称略）
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Ｆ地区長 根戸グリーンタウン 北川 太郎
Ｇ地区長 北柏 飯坂 充由
行政関連団体代表 民生児童委員 山口 正美
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青少協 坂巻 勝
〃
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〃
健康づくり推進員 飯田 万里子

活動計画
28 年度の事業計画は次のとおりです。詳細な日
程・内容については順次お知らせ致します。
Ｈ28.5 文化連盟総会・芸能発表会 協議会総会
柏市・我孫子市共催水防演習見学 ゴミゼロ運動
Ｈ28.6 町会対抗グランドゴルフ大会
Ｈ28.7 各区夏祭り 防災研修会
Ｈ28.9 健康講座
Ｈ28.10 八朔相撲大会 富勢地区三世代ふれあい体育祭
文化祭（音楽発表会・文化展・陶芸体験・
囲碁・将棋大会・芸能大会）
Ｈ28.11 利根川クリーン作戦 富勢地区自主防災訓練
Ｈ29.1 救命講習会
Ｈ29.3 富勢ウォーク

・毎月行われる行事
サロン ド とみせ 健康柏おどり練習
ザ・わくわく(年 14 回)
高齢者給食「みのり会」

毎月１日 各戸配布 8,000 部発行 1980 年創刊
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)
http://www7a.biglobe.ne.jp/~furusatotomise/

各地で行われるサロン活動
(ぼっくい・もみのき・三木の会・一休・
ワンデーカフェ・サロンさんげつ・きらら)
おしゃべり広場(ふせ・はちの子・かるがも)
・年間通じて 適宜行われる行事
健康講話会・地域交流会
ボランティア活動(トマトの会・
マザーズガーデン・一ツ木園・太陽館
障がい者支援(あじさいの会・
一ツ木園・太陽館)
【総務部】

他)

富勢の行事
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】

6 月 1 日(水）12:00～15:00
★13:00～アコーディオン演奏
7 月 6 日(水) 12:00～15:00
★13:00～企画中
珈琲・紅茶・昆布茶 100 円
グランドゴルフ
6 月 4 日(土) 8:30～受付開始
【体育部】
あけぼの山公園
移動交番
6 月 9 日(木) 10:00～11:30
【柏警察署】
布施近隣センター
はらぺこさん
6 月 17 日(金) 17:00～
【福祉事業部】
次ページ参照
柏おどり練習
6 月 18 日(土) 19:00～
【体育部】
布施近隣センター和室
はちの子おしゃべり広場
6 月 14 日(火) 10：00～11：30
富勢西小学校
かるがもおしゃべり広場
6 月 16 日(木)10：00～11：30
わらび（北柏駅前保育園）
ふ せ おしゃべり広場
6 月 17 日(金) 10：00～11：30
【福祉事業部】 富勢東小学校
母と子のつどいかるがも

【柏市保健所
地域健康づくり課】

6 月 7 日(火) 7 月 5 日(火)
10：00～11：30
根戸近隣センター

毎年恒例の田植え体験

一世帯につき一枚お取りください

両面ご覧下さい

あけぼの山農業公園

はらぺこさん集まれ

市立柏病院建替え問題

当協議会より審議会委員１名派遣！
秋山市長の、従来の移転方針を「白紙」に戻すとい
う意思表明を受け、本年度以降、健康福祉審議会の中
に「専門分科会」を新たに設け、全てをゼロベースか
ら再検討していくことになりました。
その専門分科会の委員として当協議会へ、委員 1
名の派遣要請がありました。これは公募による 2 名の
市民代表に加えるものです。
当協議会の体育部長であり、対策委員会事務局も担
当している坂巻勝氏に、その任を引き受けて貰うこと
となりました。
老朽化した病院の建替えは、市長自らが繰り返し言
われてきたように喫緊の課題です。私たちはこの「分
科会」の中で、病院建替えが現在地でなされ、さまざ
まな観点・理由から、柏市全体として最も望ましい「選
択」であることを強く訴えていくことになります。
皆さんの、相も変わらぬご支援・ご協力方どうか宜しくお
願い致します。
【会長 後藤 敏】

布施遊戯室

夏休み特集

★ 夏祭り 会場を魚でいっぱい！
日時：7 月 28 日(木) 10：00～11：30
場所：布施近隣センター 会議室
対象：乳幼児～小学生(未就学児は保護者同伴)
先着 50 人
申込み：7 月 2 日(土) 13：30～電話で
内容：お魚を作って遊んで楽しくすごしましょう

★おばけやしき
日時：8 月 7 日(日) 10：00～11：00
場所：布施近隣センター 会議室
対象：幼児～18 歳(未就学児は保護者同伴)
先着 50 人
申込み：7 月 3 日(日) 13：30～電話で
内容：おばけやしきを体験し、夏の思い出を作ろう
★「おばけやしき」実行委員募集
上記「おばけやしき」を企画、会場作りや運営をしよ
う！
日時：8 月 4 日(木) 9：30～11：30
8 月 6 日(土) 13：30～16：00
8 月 7 日(日) 9：00～12：00
対象：小学 3 年生以上 先着 10 人
申込み：7 月 3 日(日) 14：00～電話で

6 月 17 日(金)17 時から、地域の子ども達の居場所
「はらぺこさん」がいよいよ始まります。とん汁とお
にぎりをみんなで、わいわい言いながら食べよう…
子どもだけでなく大人も含めた地域の居場所を作
り、子どもと仲良くなろうということで、１月から試
験的に行ってきましたが、6 月からは本格的に始まり
ます。
毎月第 3 金曜日 17 時～
布施近隣センター料理実習室
対象 小学生から高校生まで
子ども達のいごこちの良い場所になるように、地域
の方々の支援を今後お願いしていくことになります。
こんなことで協力できるよということがありました
ら、連絡を下さい。
連絡先 受川 080-3094-xxxx
布施 090-7402-yyyy 【福祉事業部】

図書館だより

布施分館 ７１３２－３１９３
根戸分館 ７１３１－６０５３

布施分館 新着図書の一部紹介
・黄昏の彼女たち上･下
サラ・ウォーターズ
・日本ラグビーの歴史を変えた桜の戦士たち
ラグビーＷ杯 2015 日本代表全 31 名
・長生きすりゃいいってもんじゃない
日野原重明・多胡輝
・ひなげしの終活
アグネス・チャン
・月のない夜に
岸田るり子

遊戯室だより

電話

７１３５－３９６０

☆0 才のじかん
6 月 8 日(水)・22 日(水) 10：00～11：45
対象：0 歳児と保護者 (直接どうぞ)
親と子の友達づくりの場です
☆なかよし広場
6 月 21 日(火)
10：00～11：45
対象：0～3 歳児と保護者 (直接どうぞ)
親と子の交流や情報交換の場です
★パパと一緒に！プラレール
6 月 5 日(日) 10：30～11：30
対象：幼児～小学生と保護者 先着 26 人
申込：受付中
内容：プラレールで楽しくあそびます
☆印→予約無し
★印→予約有り 詳細と申込方法は「広報かしわ」
7 月 1 日号で確認をしてください。
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)
6 月 18 日(土) 15：00～ 遊戯室
・根戸近隣センター(根戸分館)
6 月 3 日(金) 7 月 1 日(金)10：30～ 和室
6 月 18 日(土)
10：30～ 会議室 B
当日会場にお越しください

一世帯につき一枚お取りください

両面ご覧下さい

支えあいの街に向けて
たすけあいを広げましょう No.3
3 月、5 月号では、支えあいの輪を広げていく活動の大切さ
をご紹介いたしました。今号では、富勢地区の支えあい推進
員、光城京子さんのご紹介をいたします。
今後、支えあい推進員が中心となり、支えあい会議を開催し
ていきます。
富勢地区の支えあい推進員として、 5 月
10 日に委嘱されました、光城です。
2025 年。団塊の世代が後期高齢者となり、
日本の高齢化は増々深刻化していきま
す。
そのため、住民同士が支えあう地域づくり
が必要不可欠となっていきます。
「少し手伝ってほしい」「こんな時、誰かが側にいてくれたら…」
そんな地域での必要な取り組みを考えていきます。「富勢で
暮らせてよかった」「これからも富勢に住み続けたい」と思って
もらえる地域にしていくためにも、しっかりと支えあいの輪を広
げていきたいと思います。
今後は、支えあい会議に向けて、各部門の会議などに伺うこ
とがあるかと思いますので、どうぞよろしくお願い致します。

出来ることから始めましょう！！
【柏市社会福祉協議会 地域支援課】
【福祉事業部】

トマトの会 会員募集
富勢地区で高齢の方、お一人暮らしの
方や障がいのある方とお話し相手をす
る傾聴ボランティアです。月一回程度、
ご一緒に活動しませんか？
連絡先： 冨田 洋子 7133－xxxx
【福祉事業部】
北野 淑子 7133－yyyy

恒例 グランドゴルフ大会 盛況に開催！
6 月 4 日(土)あけぼの山公園に
て 20 チームが参加し、腕を競い
合いました！今年は飛び入りで
小学生の兄・妹が参加し盛り上げ
てくれました！結果は下記のとお
りです。おめでとうございます！
団体の部(6 人 1 組)

個人の部(敬称略)

優勝

宿連寺町会

布施新町 A 小原 花江

準優勝

前原町会

前原

荒井 謙一

3位

根戸中町会

宿連寺 B

長妻 孝
【体育部】

ゴミゼロ運動！ ありがとうございました！
5 月 29 日(日)市内全域でゴミゼロ運動が実施されました。
富勢地域でも 10 ヵ所の集積場所に次々とゴミが集められ
ました。参加人員 720 名、ボランティア団体が 9 団体の 88
名の参加、集荷ゴミ袋数 93 袋でした。
【環境部】

感謝状贈呈
5 月 29 日(日)定例総会の席上で、富勢地域３小学校の
学区内において、長年にわたり、毎朝の児童の通学の見
守りに尽力された方々に対し、感謝状と記念品を贈りまし
た。
(敬称略)
富勢小学校区
戸谷 謙次
吉田 幸弘
富勢東小学校区 野村 秀穂
福田 欽一
富勢西小学校区 佐山 高義
大葉 汎
【総務部】

図書館だより 布施分館
図書館だより
７１３２－３１９３
７１３２－３１９３
布施分館
☆
青少年読書感想文課題図書
☆青少年読書感想文課題図書
詳細は布施・根戸分館に問い合わせを
詳細は布施・根戸分館に問い合わせを
4
小学校低学年・・アリとくらすむし
小学校低学年・・アリとくらすむし 課題数
課題数
課題数
4
小学校中学年・・木のすきなケイトさん
小学校中学年・・木のすきなケイトさん
課題数
課題数
4
小学校高学年・・大村智ものがたり
小学校高学年・・大村智ものがたり
課題数
3
中学校・・・・・白いイルカの浜辺
中学校・・・・・白いイルカの浜辺 課題数
課題数
高等学校・・・・ハーレムの
3
闘う本屋
高等学校・・・・ハーレムの
闘う本屋課題数
課題数
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4
4
4
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77 月
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：00～11：45
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月 13
13 日(水)・27
日(水)・27
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歳児と保護者
(
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直接どうぞ
対象：0 歳児と保護者 (直接どうぞ)
☆なかよし広場
☆なかよし広場
77 月
～11：45
0011：45
月 19
19 日(火)
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10：～
対象：0～3
歳児と保護者
対象：0～3 歳児と保護者(直接どうぞ)
(直接どうぞ)
★夏休みクラフト教室
押し葉クラフト
★夏休みクラフト教室 押し葉クラフト
88 月
月 20
20 日(土)
日(土) 9：30～
9：3011
11：30
～：30
対象：小学生以上(小
3
)先着 20
以下は保護者同伴
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人
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電話で
費用
200
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～
申込：7/17 （日) 13:30～ 電話で 費用 200 円
、
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次の「夏まつり」「おばけやしき」の詳細は、
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★夏まつり～会場を魚
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★
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☆印→予約無し
★印→予約有り
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詳細
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7/15 号で確認してください。
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おはなし会だより
おはなし会だより
・布施近隣センター(布施
分館
・布施近隣センター(布施分館
) )
16 日(土)
日(土) 15：00～
15：00～
遊戯室
遊戯室
77 月 16
・根戸近隣センター(
)
根戸分館
・根戸近隣センター(根戸分館)
日(金) (8(8月は
月は
10：30～
休み)
77 月 11 日(金)
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和室 和室
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16 日(土)
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30～
77 月 16
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当日会場にお越しください
当日会場にお越しください

一世帯につき一枚お取りください

両面ご覧下さい

平成 28 年 8 月（第 243 号）

いよいよ始動！
八朔相撲大会・三世代ふれあい体育祭
6 月 30 日(木)に復活第 22 回八朔相撲大会(10/1)およ
び平成 28 年度三世代ふれあい体育祭(10/16)の第一回
実行委員会がそれぞれ開催されました。リオオリンピ
ックの興奮を引き継ぎ、盛大に開催できるよう、実行
委員一同張り切っております。出場者のみならず応援
もよろしくお願い致します。
【総務部】

毎月１日 各戸配布 8,000 部発行 1980 年創刊
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)
http://www7a.biglobe.ne.jp/~furusatotomise/

ストップ！ 振り込め詐欺 還付金詐欺
昨年から、今年にかけ、「還付金詐欺」の手口によ
る電話・被害が非常に多く発生しています。
また、「自動音声ガイダンス」を利用した新たな詐
欺など手口が巧妙化しています。そのような電話を受
けたら市役所・柏警察署に電話をして下さい。
被害にあわないよう充分ご注意願います。

柏市役所防災安全課 7167-1115
柏警察署 7148-0110
【柏市防災安全課】

２万円集まりました
熊本地震災害義援金
布施近隣センター受付カウンタの上に置いて、来館
者に協力を呼びかけた募金箱を、７月６日サロン・
ド・とみせオープン中に開けました。2 万円には少し
足りませんでしたが、ある立ち合い者から、最後の寄
付があり、ちょうど 2 万円になりました。
7 月 7 日、社会福祉法人「千葉県共同募金会 柏市
市会」に持参しました。
皆様のご協力に感謝申し上げます。 【総務部】

不審な電話はまず
誰かに相談しましょう
家族や知合いの挙動に
注意しましょう
当協議会ホームページ(ふる
さと富勢で検索)に、地域の被
害例・未遂例を掲載しています。(8 月上旬)
被害にあわないように参考にして下さい。【総務部】

勉強会・講演会などを企画

富勢の行事

市立柏病院の建替え問題
市立柏病院の建替え問題については前号でもお知
らせしたように、健康福祉審議会の専門分科会におい
て、今後様々な角度からの再検討がなされていくこと
となりました。対策委員会としては、これまでの経
緯・関係者間の議論の流れからすると、この進め方自
体に大きな疑問を感じてはいるが、決まったからには
そのフィールドで住民の考えや思いを、従来にも増し
て訴えていきたいとしています。
6 月 27 日に開催された対策委員会全体会では、こ
れから先、我々の側も市立柏病院を病棟のリニューア
ルだけでなく、これをどのような医療内容・役割を担
ったものにしていくべきなのか、一定の考えを持つ必
要があります。そのために、これに向けた勉強会・講
演会を企画していくことになりました。
第 1 回目として、8 月下旬に柏市医師会副会長・長
瀬慈村医師を招いて、「柏市における地域医療の現状
と柏市医師会の役割」と題する講演を予定しています。
但し、今回は会場スペースの関係から町会代表者と対
策委員会メンバーとなってしまいます。
住民・市民向けには、後日改めて機会を設けていき
たいとしています。
【総務部取材】

8⃣月 3 日(水) 12:00～15:00
★13:00～ ウクレレとフラダンス
9 月 7 日(水) 12:00～15:00
★13:00～ ギター演奏
珈琲(ホット・アイス)・紅茶・
昆布茶 100 円
移動交番
8 月はお休み
【柏警察署】
布施近隣センター
はらぺこさん
8 月 19 日(金) 17:00～
【福祉事業部】 布施近隣センター料理実習室
柏おどり練習
8 月はお休み
【体育部】
布施近隣センター和室
はちの子
8 月はお休み
おしゃべり広場
富勢西小学校
かるがも
8 月はお休み
おしゃべり広場
わらび（北柏駅前保育園）
ふ せ
8 月はお休み
おしゃべり広場
富勢東小学校
【福祉事業部】
母と子のつどい
8 月 2 日(火) 9 月 6 日(火)
かるがも
10：00～11：30
【柏市保健所
根戸近隣センター
地域健康づくり課】
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】

一世帯につき一枚お取りください

両面ご覧下さい

民生委員児童委員の活動
今月は、富勢地区民児協生活福祉部長に、報告をし
て頂きました。
私たちは、日々の活動の一環として、年 2 回の研修
があります。私自身、以前の研修で覚えた心臓マッサ
ージのお陰で妻が九死に一生の体験をしました。今回
7 月 8 日の研修は、次の 3 か所を訪問しました。

料理の苦手なお父さん！
初歩から始めてみませんか？
シニア料理教室のお知らせ
日時：10 月 13 日（木）
場所：布施近隣センター 料理実習室
内容：ごはん、味噌汁、魚料理とサラダを基礎から
学びます。

申し込みの詳細は 9 月号にてお知らせいたします。
千葉県児童相談所 すべての児童が心身共に健やかに
【柏市健康づくり推進委員】
育てられるという趣旨のもと、あらゆる相談に応じる。 どうぞお楽しみに。

養護老人ホーム 心身の健康保持及び生活安定の為
に必要な措置をされた老人福祉ホーム。
特別養護老人ホーム
人ホーム。

要介護 3 以上の高齢者介護老

児童相談所では、児童虐待の現場の深刻さが伝わり
異状に気付く周囲の見守りの大切さを痛感しました。
養護老人ホーム、特別養護老人ホームにおいては、ア
ットホーム
民生委員の皆さん
な雰囲気と、
スタッフの
チームワー
クの良さが
伝わってき
ました。明日
はわが身の
施設入所で
すが、大変有意義な研修になりました。
∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞
民生委員による声かけ訪問に際しましては、皆様の
ご理解とご協力ありがとうございました。
民生委員一同
【福祉事業部】

「はらぺこさん」にご支援を

図書館だより

布施分館

７１３２－３１９３

根戸分館

７１３１－６０５３

柏市推奨本 読んでみませんか
詳細は布施、根戸分館にお問合せ下さい。
高学年
・ゆうかんな猫ミランダ
・ふたりのロッテ
・ことばあそびうた
・ノンちゃん雲に乗る
中学年
・なんでもただ会社
・こぶたのピクルス
・かき氷 天然氷をつくる ・しょうとのおにたいじ
低学年
・おおきなきがほしい
・おさかないちば
・かさどろぼう
・なにかいる！どこにいる？

遊戯室だより

電話

７１３５－３９６０

★おばけやしき
8 月 7 日(日) 10:00～11:00
受付は 10：45 までに
対象：幼児～18 歳（未就学児は保護者同伴）50 人
内容 おばけやしきを体験し夏の思い出を作ろう！
☆なかよし広場
8 月 16 日(火)
10:00～11:45
対象：0～3 歳児と保護者 (直接どうぞ)
内容は０才の時間と同じ
☆0 才のじかん
8 月 10 日(水)・24 日(水) 10:00～11:45
対象：0 歳児と保護者 (直接どうぞ)
内容 親と子の交流や情報交換の場です。手あそび、
体操などもあります。
★押し葉クラフト(工作)
8 月 20 日(土)
9:30～11:30
対象：小学生以上(3 年生以下は保護者同伴)
内容：ボランティアさんのご指導で工作を行います。

5 月から始めた、子供の居場所づくり。7 月 15 日夕方
にも布施近隣センター料理実習室は、30 名ほどの子ども
達でにぎわいました。幼児から高校生まで、親御さんも
集まっています。好きな具材を入れて自分で握ったおに
ぎりは、少々形は悪くても、みんな嬉しそうにほおばっ
ています。地域の人や友達と色々な話しをしながら、楽
しい時を過しています。
☆印→予約無し
これからも、地域の皆さんと共に子ども達を見守って
★印→予約有り
詳細と申込方法は「広報かしわ」
いけたらと思います。毎月第 3 金曜日に子どもと一緒に
7/15 号で確認をしてください。
おにぎりを握ったり、話しをしたり、調理できる方（3
休室日は布施近隣センター休日に同じ
時から）、お米、豚汁用の野菜の提供（布施近隣センタ
ー窓口、野菜は、前日か当日に）頂ける方は、連絡をお
おはなし会だより
願いします。これまでにお米や珍しい色のミニトマトを、
・布施近隣センター (布施分館)
提供してくだっさた方々に、感謝申し上げます。
8 月はお休み
遊戯室
連絡先 受川 ０８０－３０９４－xxxx
・根戸近隣センター(根戸分館)
布施 ０９０－７４０２－yyyy
9 月 2 日(金) (8 月はお休み) 10:30～ 和室
【福祉事業部】
8 月 20 日(土) 10:30～ 会議室Ｂ
当日会場にお越しください。
一世帯につき一枚お取りください

両面ご覧下さい

【福祉事業部】
毎月１日 各戸配布 8,000 部発行 1980 年創刊
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)
http://www7a.biglobe.ne.jp/~furusatotomise/

平成 28 年 9 月（第 244 号）

富勢地域文化祭の参加者募集
行事名
音楽
発表会

文化展

囲碁
将棋
大会
陶芸
体験
芸能
大会

開催日時

開催会場

１0 月 22 日(土) 富勢西小
13：00～15：30
体育館
10 月 29 日(土)
布施近隣
～30（日）
センター
9：00～17：00
ロビー
（30 日は 16：00
会議室
で終了）
布施近隣
10 月 29 日(土)
センター
9：00～15：00
和室
布施近隣
10 月 30 日(日)
13：00～16：00 センター
ロビー
１1 月 6 日(日)
10：00～15：00

シニア料理教室のお知らせ
申込締切日
9 月 30 日（金）
（観覧は自由）
9 月 17 日(土)
説明会は 9 月
25 日(日)
10 月 22 日(土)
参加費 1,000 円
（昼食付）

10 月 22 日(土)

参加費 2,000 円
（作品材料代）

布施近隣セ
9 月 30 日(金）
ンター
（観覧は自由）
和室

個人参加は富勢在住者、サークルでの参加は富勢地域文
化連盟に加入しているサークルに限定します。
参加申込書は、布施近隣センター受付窓口にあります。
申込締切日が、行事によって異なりますので、ご注意下
さい。
【文化部】

福祉事業部主催

ケアラーサポーター地域出前講座開催！
「ケアラー」ってご存知ですか？
ケアラーとは、高齢者や障がい者等を介護またはお世話
している家族や近親者のことを指します。
高齢化社会において、介護のニーズ
が増え、ケアラーに対しての理解や支
援も必要となっていきます。
そこで、地域で活躍できるケアラーサ
ポーター（介護等支援者）を増やして、
全体で支えられるような地域を作って
いきたいと思います。
富勢地区でもケアラーサポーター講座を実施するこ
ととなりました。一緒に、優しい人の多い街づくりをして
いきませんか？まずは、ケアラーさんの思いを知るところか
ら始めていきましょう！（介護者の体験談等）
ご予約は必要ありませんので、直接会場にお越しくださ
い。
日 時 ：10 月 3 日（月）13：30～16：30
場 所 ：布施近隣センター 会議室 A・B
問合せ先：090-7402-7873 （事務局：布施）
協 力 ：柏市社会福祉協議会
NPO 法人ケアラーネットみちくさ

時 ：10 月 13 日（木）9：30～12：30
所 ：布施近隣センター 料理実習室
象 ：料理初心者のシニアの男性 12 名位
容 ：ごはん、味噌汁、魚料理、サラダ、デザー
トの作り方を基礎から学びます。
持ち物 ：エプロン、三角巾
費 用 ：500 円
申し込み：10 月 5 日（水）までに下記へ電話か FAX
をお願いします。
飯田 7131-xxxx
佐藤 7134-yyyy
主 催 ：柏市健康づくり推進員
皆さんのご参加をお待ちして
います。
【福祉事業部】
日
場
対
内

富勢の行事
9 月 7 日(水) 12:00～15:00
★13:00～ ギター演奏と合唱
10 月 5 日(水) 12:00～15:00
★13:00～ 企画中
珈琲(ホット・アイス)・紅茶・
昆布茶 各 100 円
移動交番
9 月 8 日(木) 10:00～11:30
【柏警察署】
布施近隣センター
はらぺこさん
9 月 16 日(金) 17:00～
【福祉事業部】 布施近隣センター料理実習室
柏おどり練習
9 月 17 日(土) 19:00～
【体育部】
布施近隣センター和室
はちの子
9 月 13 日(火) 10：00～11：30
おしゃべり広場
富勢西小学校
かるがも
9 月 15 日(木) 10：00～11：30
おしゃべり広場
わらび（北柏駅前保育園）
ふ せ
9 月 16 日(金) 10：00～11：30
おしゃべり広場
富勢東小学校
【福祉事業部】
母と子のつどい
9 月 6 日(火) 10 月 4 日(火)
かるがも
10：00～11：30
【柏市保健所
根戸近隣センター
地域健康づくり課】
第 22 回八朔相撲大会 10 月 1 日(土) 9:00～15:00
【実行委員会】
あけぼの山農業公園
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】

三世代ふれあい体育祭
【実行委員会】

10 月 16 日(日) 9:00～15:30
富勢小学校グランド

富勢地域文化祭

10 月 22 日(土)
～11 月 6 日(日)
詳細左記参照

一世帯につき一枚お取りください

【文化部】

両面ご覧ください

英語のレッスンを始めませんか！！
北柏町会ふるさと会館において、富勢地域の皆さん
を対象に、無料の「初心者向け英語勉強会」が開催さ
れます。10 月 1 日以降、毎週土曜日 10:00～12:00 に
行います。講師は、山上嘉夫元北柏町会長です。
4 年後の東京オリンピックに向けて、さらには国際
親善に貢献できるように、一緒に勉強したい方、ぜひ
ご参加下さい。
申込は 9 月 20 日まで郵送又は FAX で。
郵送 277-0832 柏市北柏 3-20-5 山上嘉夫
FAX ７１６４－２９３６
問合せは、北柏町会ふるさと会館７１５７－３３６６
（火・木・土 午前のみ）にお願い致します。
【寄稿 北柏町会】
「北柏町会発行のチラシ」を当協議会 HP(ふるさと富
勢で検索)に掲載しました。ご覧下さい。 【総務部】

柏市立富勢中学校

横田悠斗君

全市民にとってより良い病院を目指して…
柏市健康福祉審議会における第 2 回「病院事業検討
専門分科会」が、8 月 29 日に開催されました。その内
容については、次号（10 月）にて報告させて頂きます。
市域北東部に医療崩壊をもたらすような「病院移転」
など、行政施策として認められるはずがありません。
私たちとしては、現地で建替えられる病院を、どのよ
うな内容や姿にしていけば全市民更には圏域住民にと
って、より使いやすい医療機関になっていくのか、こ
れからも「専門分科会」における議論を含め、多くの
方たちとも手を携え、学習・勉強を重ねていきたいと
考えています。ご意見・ご要望・ご提案等ありました
ら、対策委員会・事務局宛ご連絡願います。
（℡・Fax7132－5829：手塚 ）
【総務部取材】

図書館だより

根戸分館

関東中学校体育大会・全国中学校体育大会出場決定
横田悠斗君３年生。彼は本当にすごい選手です。富
勢中学校に入学し、陸上競技の道に足を踏み入れまし
た。１年でありながら、３年の先輩に負けない足と、
熱い心を持っていました。１５００ｍから競技をスタ
ートし、市内で１位、県レベルでもトップクラスの結
果を残してきました。レースをこなしていく中、スピ
ードが長所であることに気づき、２年からは８００ｍ
のレースにも挑戦
するようになりま
した。それは見事に
当たりました。彼に
ぴったりの種目だ
ったのです。３年に
なり、上のレベルを
意識した個人メニ
ューに取り組むよ
うになり、日々努力を続けて全国・関東大会の出場資
格をつかみました。
この先も彼はさらに上を目指し頑張ることでしょう。
応援よろしくお願いします。 【寄稿 富勢中学校】

防災対策

より一層の意識の向上

富勢地区自主防災防犯会の視察研修
7 月 26 日(火) 各町会・自治会と当協議会役員・委
員合計 27 名で、本所防災館(本所都民防災教育センタ
ー)を訪れました。地震・津波など防災をテーマにした
映画を見た後に、内容が充実している煙体験コーナー
や消火体験・暴風雨体験・地震体験をして、更なる防
災知識の向上に役立ちました。
午後は、日本の歴史公園 100 選に選ばれた「松戸市
戸定歴史館」を存分に堪能し、充実した一日になりま
【自主防災防犯会】
した。

布施分館

７１３２－３１９３
７１３１－６０５３

予約ベスト 5 平成 28 年 8 月 18 日現在
1.火花
2.羊と鋼の森
3.人魚の眠る家
4.天才
5.希望荘(杉村三郎シリーズ)

遊戯室だより

又吉 直樹
宮下 奈都
東野 圭吾
石原 慎太郎
宮部 みゆき

電話

予約数
591
519
379
324
303

７１３５－３９６

０
☆0 才のじかん
9 月 14 日(水)・28 日(水) 10:00～11:45
対象：0 歳児と保護者 (直接どうぞ)
内容：親と子の交流や情報交換の場です。手あそび、
体操などもあります。
☆なかよし広場
9 月 20 日(火) 10:00～11:45
対象：0～3 歳児と保護者 (直接どうぞ)
内容：親と子の交流や情報交換の場です。手あそび、
体操などもあります。
★ハロウィーンごっこ
10 月 31 日(月)
10:30～11:30
対象：乳幼児と保護者 先着 15 組
内容：ハロウィーンにちなんだ遊び、歌、工作など
を楽しみます。
申込：10 月 2 日 13:30～ 電話で
☆印→予約無し
★印→予約有り

詳細と申込方法は「広報かしわ」
9/15 号で確認をして下さい。
休室日は布施近隣センター休日に同じ

遊戯室の 10 月の日程はスマホ(ふるさと富勢
で検索)で見ることができます。

おはなし会だより
・布施近隣センター (布施分館)
9 月 17 日(土) 15:00～
遊戯室
・根戸近隣センター(根戸分館)
9 月 2 日(金) 10 月 7 日(金) 10:30～
9 月 17 日(土) 10:30～ 会議室Ｂ
当日会場にお越しください。

一世帯につき一枚お取りください

両面ご覧ください

和室

平成 28 年 10 月（第 245 号）

秋だ! 体育祭に文化祭

そして

利根川クリーン作戦！！

毎月１日 各戸配布 8,000 部発行 1980 年創刊
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)
http://www7a.biglobe.ne.jp/~furusatotomise/

町会自治会などの集まりにお呼び下さい

消費生活コーディネーター出前講座

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。
今年も、町会・自治会や子供会の皆さまでゴミ拾い
を行い、気持ちの良い利根川流域の散策路を取り戻し
ましょう。
11 月 13 日(日) 8:50 ごろ 各地区をスタート
10:30 までに 指定集積場所へ持ち込む
巡回コース・集積場所などの詳細は、各町会・自治
会長へお知らせ済みです。
【環境部】

消費生活コーディネーターとは、ごく最近の消費者
トラブルの実例を紹介しながら、トラブルにあわない
ように、あった場合にはどう対処すればいいのかをお
知らせしていくものです。トラブルの中で、特に目立
つのが「電話 DE 詐欺」です。千葉県内では 28 年度 6
月末で 552 件、11 億 1,000 万円、柏市においては同じ
く 6 月末で、12 件、1,900 万円の被害状況となってい
ます。最近では還付金詐欺が多くなっています。
町内会やサークル
での集まりなどがあ
三世代ふれあい体育祭
(雨天中止)
りましたら、是非お
10 月 16 日(日)9:00～ 富勢小学校グランド
声をかけていただき
出場選手は各町会・自治会で集約済みですが、当日 15 分程度のお話を
の応援は大歓迎です。ぜひお越しください。
させて下さい。私た
【三世代ふれあい体育祭実行委員会】 ち消費生活コーディネーターは、トラブルを未然に防
ぐお手伝いが少しでもできたらいいなと思っています。
富勢地域文化祭
岩淵敬一(宿連寺)中村恵子(利根)斉藤秋子(高野台)
10 月 22 日から 11 月 6 日の間に、音楽発表会、文化 連絡は岩淵まで 070-6401-xxxx
展、囲碁将棋大会、陶芸体験、芸能大会と盛りだくさ
【富勢地区消費生活コーディネーター】
んのイベントを行います。
利根川クリーン作戦などは左上参照
日程の詳細および参加申し込みの詳細は 9 月号をご覧
10 月 5 日(水) 12:00～15:00
下さい。当日の観覧・見学は自由です。是非、日ごろ
★13:00～ 笑いヨガ
サロン ド とみせ
の成果や力作をご鑑賞下さい。
【文化部】
布施近隣センター
11 月 2 日(水) 12:00～15:00
ロビー ★13:00～ 企画中
介護サービスの利用の仕方について
【ふるさと協議会】 珈琲(ホット、アイス)・

富勢の行事

介護サービス講座の開催

紅茶・昆布茶 各 100 円

移動交番
介護サービスってどうしたら利用できるの？
【柏警察署】
何から始めればいいか？ どんなサービスがあるか？
どんな施設を選べばいいか？ いくら位かかるの？
はらぺこさん
サービスの賢い利用法などわかりやすくお伝えしま
【福祉事業部】
す。柏市にお住まいの方ならどなたでも参加できます。 柏おどり練習
電話で申し込んで下さい。参加費は無料です。
【体育部】
開催場所：介護老人保健施設はみんぐ(柏市立病院裏)
はちの子
開催日時：平成 28 年 11 月 5 日(土)10：00～11：30
おしゃべり広場
平成 28 年 12 月 3 日(土)10：00～11：30
かるがも
同じ内容を 2 回行います。どちらかをお選び下さい。
おしゃべり広場
申し込み 問合せ：℡ 04－7134－0660
ふ せ
おしゃべり広場
(定員になり次第〆切)
【福祉事業部】
【寄稿 柏市立介護老人保健施設 はみんぐ】
母と子のつどい
かるがも
【柏市保健所
地域健康づくり課】

一世帯につき一枚お取りください

10 月 13 日(木) 10:00～11:30
布施近隣センター
10 月 21 日(金) 17:00～
布施近隣センター料理実習室
10 月 15 日(土) 19:00～
布施近隣センター和室
10 月 11 日(火)10：00～11：30
富勢西小学校
10 月 20 日(木)10：00～11：30
わらび（北柏駅前保育園）
10 月 21 日(金)10：00～11：30
富勢東小学校
10 月 4 日(火) 11 月 1 日(火)

両面ご覧ください

10：00～11：30
根戸近隣センター

審議会を「審議」をする場に！
柏市健康福祉審議会市立病院事業検討専門分科会の
第 2 回会合が、去る 8/29(月）に、市庁舎 5 階の委員会
室で開催されました。議事の内容は、
「柏市第五次総合
計画にみる医療課題について」から始まって、
「救急搬
送・小児二次医療・在宅医療」といった項目にわたる
ものでしたが、会議時間の大半が行政事務局側から提
示された資料の説明に当てられ、実際の「審議」は、
若干の委員がその説明や資料に関して、意見や感想を
述べた程度のものでした。
第 1 回目(5/31）も、審議の進め方・顔合わせ程度で
終わりました。
第 3 回目(10/18）の予定議事も、多くの項目が示さ
れているところから、このままでは審議会が「審議の
場」ではなくなってしまう可能性があります。
対策委事務局として、9/6(火)に医療公社（審議会事
務局）に対し次回以降、会議の進め方を改めるよう強
く申し入れました。
改めて言うまでもなく、審議会は「審議の場」であっ
て、行政が準備する資料の「説明」だけの場ではない
はずです。こうしたことがあいまいなままに進んでい
けば、どこかの自治体における施設移転問題の「二の
舞い」にもなり兼ねません。今後の推移を、皆さんと
共に注目していきたいと思います。 【総務部取材】

青少協 2016 サマースクール

8 月 28・29 日の一泊二日で開催！
今年は防災がテーマ。
手賀の丘少年自然の家で「仲間・絆」をテーマにしたレ
クリェーションゲームをして、参加者はすぐに仲良くな
りました。夜は飯ごうでご飯を炊き、カレー作りの炊出
し体験をして宿泊しました。おしゃべりが楽しく「少し
しか眠らなかった」こともいい経験でした。
翌日は、貸切バスで、千葉県西部防災センターへ行き、
暴風・豪雨・震度体験などを学びました。
お昼は水代果樹園でバーベキュー。晴れ時々大雨のお
天気でしたが、屋根のあるキウイ棚の下は快適で、お
なかもいっぱいになりました。
そのあと避難所体験。各班がひとつの家族になり「お
しゃれに楽しく」などの工夫をして、立派なダンボー
ルの家ができました。「かべを立てるのが大変だった」
という感想がありました。
災害は起きて欲しくない事ですが、万が一の時に役に
立つ体験ができ、さらに「他の学校の友だちともたく
さん話すことができた」二日間でした。
【柏市富勢地区青少年健全育成推進協議会】

ふれあいサロン「チャレンジの会」
がスタートしました！「北柏町会ふるさと会館」
9 月 2 日（金）地域の高齢者の方が、健やかな日々を
過ごしていただけるようにとの思いで始まりました。
ボランティアグループ「なばな会」
の皆さんの指導のもと「笑って脳ト
レ・歌って体 操」をテーマに楽しい
2 時間を過ごしました。
今後も下記の要領で開催されます。
日時： 毎月第 1 金曜日 10：00～12：00
場所： 北柏町会ふるさと会館 【福祉事業部】

図書館だより

７１３２－３１９３
７１３１－６０５３

新着図書の紹介
布施分館 9 月現在
・陸王
池井戸 潤
集英社
・歌姫メイの秘密 伊藤 たかみ
講談社
・不屈の棋士
大川 慎太郎
講談社
・夜明けの雷鳴
吉村 昭
文藝春秋
・ブラックバイトに騙されるな！
大内 裕和
集英社クリエイティブ

遊戯室だより

電話

７１３５－３９６０

☆0 才のじかん
10 月 12 日(水)・26 日(水) 10:00～11:45
対象：0 歳児と保護者 (直接どうぞ)
内容：親と子の交流や情報交換の場です。
ふれあい遊びや体操もあります。
☆なかよし広場
10 月 18 日(火)
10:00～11:45
対象：0～3 歳児と保護者 (直接どうぞ)
内容：親と子の交流や情報交換の場です。
手あそび、体操もあります。
★ハロウィーンごっこ
10 月 31 日(月)
10:30～11:30
対象：乳幼児と保護者 先着 15 組
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
★マジックショー
11 月 26 日(土) 10：00～11：30
対象：幼児～18 歳(未就学児は保護者同伴)
先着 50 名
内容：２人のマジシャンによるワクワクドキド
キのショーです。マジックの体験もあります。
申込：11 月 2 日(水)13：30～電話で

遊戯室の 11 月の日程はスマホ(ふるさと富
勢で検索)で見ることができます。

おはなし会だより
・布施近隣センター (布施分館)
10 月 15 日(土) 15:00～ 遊戯室
・根戸近隣センター(根戸分館)
10 月 7 日(金) 11 月 4 日(金) 10:30～
10 月 15 日(土) 10:30～ 会議室Ｂ
当日会場にお越しください。

布施分館
根戸分館

和室

一世帯につき一枚お取りください

☆印→予約無し
★印→予約有り 詳細と申込方法は「広報かしわ」
10/1・11/1 号で確認をしてください。
休室日は布施近隣センター休日に同じ

両面ご覧ください

平成 28 年 11 月（第 246 号）

少し、審議会らしくなってきました・・・

富勢地区自主防災訓練
地域の防災意識の普及・啓蒙を図るため、富勢地域全
域を対象とした防災訓練を行います。是非多くの方に、
イザという時に役立つよう、いろいろな貴重な訓練を体
験していただきます。
日時：11 月 27 日(日) 9:00～12：00 (雨天中止)
会場：柏市消防訓練センター(西部消防署富勢分署)
内容：避難・消火・通報・応急救護（AED）・炊出し・
仮設トイレ組立などの訓練、起震車と放水の体験
詳細は町会・自治会長宛にお知らせ済です。
【富勢地区自主防災会 防災防犯部】

三世代ふれあい体育祭
去る 10 月 16 日（日）秋晴れの中、富勢小グランドに
て滞りなく全プログラムを終え、町会対抗では宿連寺町
会が優勝、準優勝は北柏町会。小学校対抗リレーでは富
勢西小が優勝を飾りました。
【ふれあい体育祭実行委員会】

八朔相撲大会

富勢西小

毎月１日 各戸配布 8,000 部発行 1980 年創刊
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)
http://www7a.biglobe.ne.jp/~furusatotomise/

団体優勝！

雨天順延となった 10 月 2 日（日）は好天にも恵まれ、
子ども参加者 234 名と盛大に開催されました。団体戦は
3 校伯仲の 1 勝 1 敗の結果となり、再度決勝戦を行うに
は時間がないため、勝率判定によって、富勢西小学校が
優勝しました。

市立柏病院建替え問題
第 3 回市立病院事業検討専門分科会が、10 月 18 日（火）
午後 2 時 ウェルネス柏 4 階会議室で開催されました。傍
聴者は、異例の 30 人満席状態となりました。
審議は第 2 回分科会「まとめ」の後、柏市第五次総合
計画における「感染症対策・災害医療・障害者医療」に
ついて行政施策方針などの提起に終始、相変わらず病院
建設場所についての議論にはなっていません。立地を決
めないまま、市民に提供される医療サービスのあり方を
審議することに、どれだけの意味があるのか改めて疑問
を感じました。
とは言え今回は、対策委が事前（10/7）に「委員間の
審議に重点を」と申し入れしたこともあって、従来の分
科会に比べては、それなりの意見交換もなされ、変化の
兆しが見えてきたように思います。次回 4 回目は、「11
月 22 日（火）午後 2 時～・於：ウェルネス柏 4 階会議室」
で開催されます。多くの方の傍聴参加をお待ちしていま
す。
【総務部取材】

富勢の行事

11 月 2 日(水) 12:00～15:00
★13:00～オカリナと合唱
12 月 7 日(水) 12:00～15:00
★13:00～落語
珈琲(ホット)・紅茶・
1 年 川﨑 駿
大曽根志撞 遠藤由萌
松本小暖
昆布茶 100 円
2 年 關口耀太 野田 愛子
佐藤飛羽 東川芽衣
移動交番
11 月 10 日(木) 10:00～11:30
【柏警察署】
布施近隣センター
3 年 飯島 歩 古賀天音
本栁颯大 久木美七海
はらぺこさん
11 月 18 日(金) 17:00～19:00
4 年 丹羽智哉 細谷ひまわり
吉村光平 永尾悠浬
【福祉事業部】 布施近隣センター料理実習室
5 年 神戸俐星 畠山 夢叶
井口絢翔 渡邉陽香
柏おどり練習
11 月 19 日(土）19:00～
【体育部】
布施近隣センター和室
6 年 小原統哉 原田彩可
小栁直輝 藤井帆南
子育てサロン
ふれあい体育祭・八朔相撲大会については、ホームペ
11 月 8 日(火)10：00～11：30
はちのこ
ージ(ふるさと富勢で検索)にも掲載します。 【総務部】
おしゃべり広場
富勢西小学校
かるがも
11 月 17 日(木)10：00～11：30
おしゃべり広場
わらび（北柏駅前保育園）
ふ せ
11 月 18 日(金)10：00～11：30
おしゃべり広場
富勢東小学校
【福祉事業部】
母と子のつどい
11 月 1 日(火) 12 月 6 日(火)
かるがも
10：00～11：30
【柏市保健所
根戸近隣センター
地域健康づくり課】
自主防災訓練
11 月 27 日(日）
【富勢地区自主防災会】
上記記事参照
大相撲式秀部屋力士とチビッ子対決・昼食休憩時
サロン ド とみせ
布施近隣センター
個人成績は以下の通りです。 【八朔相撲実行委員会】
ロビー
【ふるさと協議会】
学年
優勝男子
優勝女子
準優勝男子 準優勝女子

一世帯につき一枚お取りください
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高射砲第 2 連隊・訓練棟の特別公開！
我が家に残る戦争遺品のご提供をお願いします
富勢地域の歴史的文化財として、昨年に引き続き 2
回目の公開です。NHK 朝のニュースでも、全国 2 か所
の貴重な戦争遺跡の一つとして報道されました。戦争
は「ダメ！」を訴える「戦争遺品展示コーナー」を設
置します。
特別無料公開日 11 月 5 日(土）
・6 日(日）10:00～16:00
場所 ：柏市消防局旧根戸分署跡地（訓練棟）
柏市根戸 443―2「高野台会館」の隣です。
主催：柏歴史クラブ・高野台町会(共催)
協力：柏市教育委員会
連絡先：高野台会館 ☎ 7199－8741 FAX 7199－8251
【寄稿 高野台町会】

図書館だより

布施分館

７１３２－３１９３

根戸分館

７１３１－６０５３

蔵書点検のお知らせ
布施分館 12 月 2 日(金）～8 日(木)
点検日は休館となります
点検期間中の返却本は図書館入口の返却ポスト
に入れて下さい
根戸分館は来年 1 月 31 日(火)～2 月 5 日(日)です

遊戯室だより

電話

７１３５－３９６０

☆0 才のじかん
11 月 9 日(水)・23 日(水) 10:00～11:45
対象：0 歳児と保護者 (直接どうぞ)
内容：親子の交流や情報交換の場です。手あそ
び、体操なども行います。23 日の祝日は、ぜ
子育て講座開催のお知らせ
ひ、ご家族でいらして下さい。
経験豊かな助産師さんによる母乳育児や卒乳の方法、 ☆なかよし広場
乳幼期の発育についてのお話しを伺います。
11 月 15 日(火)
10:00～11:45
講師：助産師 打越豊子氏
対象：0～3 歳児と保護者 (直接どうぞ)
東葛勤労者医療会 東葛病院 産婦人科
内容：異年齢の子どもの交流や親子の情報交換の
日時：11 月 11 日（金）10：00～11：30
場です。手あそび、お話しなど、知的な時
場所：とみせ幼稚園 トマトルーム
間を共有します。
対象：妊婦～1 歳 2 か月の乳児と母親 親子で 15 組
★マジックショー
在園以外の地域の方、どなたでも参加できます。
11 月 26 日(土)
10:00～11:30
申込：要予約 ☎７１３１－６８７１ とみせ幼稚園
対象:幼児～18 歳 先着 50 人
定員になり次第締め切ります。
内容：二人のマジシャンによるハラハラ、ドキド
【寄稿 根戸中町会】
キマジックショーです。
こんにちは「みのり会」です！
体験コーナーもあります。
申込：11/2（水）
13:30～ 電話で
大至急！ 配達ボランティア募集
★ハッピークリスマス
近隣センターで手作りされたお
12 月 12 日(月)
10:30～11:30
弁当の配達ボランティアを至急募
対象：乳幼児と保護者 先着 15 組
集しています。
内容：簡単な工作、歌、絵本などで楽しみます。
月１回 第２火曜日
申込：11/16（水） 13:30～ 電話で
10：30～12：30 頃まで
遊戯室の 12 月の日程はスマホ(ふるさと富勢で検
連絡先：小曽根 ☎７１３９－４６９７
索)で見ることができます。
☆印→予約無し
【福祉事業部】

トマトの会

連絡先

会員募集

富勢地区で高齢の方、お一人暮らしの方
や障がいのある方とお話し相手をする傾
聴ボランティアです。
月一回程度、ご一緒に活動しませんか？
：冨田 洋子 ☎７１３３－５９０２
北野 淑子 ☎７１３３－１８４０
【福祉事業部】

≪お知らせ≫
毎年恒例の「花鉢配布」は、11 月 26
日（土）に、70 歳以上のお一人暮らしの
かた、83 歳以上の高齢者宅に、富勢中の
生徒と民生・児童委員がお届けします。
【福祉事業部】

★印→予約有り 詳細と申込方法は「広報かしわ」
11/1,11/15 号で確認をして下さい。
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)
11 月 19 日(土) 15:00～ 遊戯室
・根戸近隣センター(根戸分館)
11 月 4 日(金) 12 月 2 日(金) 10:30～
11 月 19 日(土) 10:30～ 会議室Ｂ
当

一世帯につき一枚お取りください

会場にお越

くださ

両面ご覧下さい

和室

平成 28 年 12 月（第 247 号）
市立柏病院は 決して「赤字体質」ではありませ
ん！
第 4 回・専門分科会報告

11 月 22 日(火)第 4 回（審議会）
・専門分科会がウェ
ルネス柏で開催されました。相変わらず市民の関心も
高く、準備された傍聴席も埋め尽くされていました。
審議内容は市立柏病院の経営状況の説明に始まり、
施設の現状・課題の説明、市民アンケートの実施報告、
県の地域医療構想など、詳細な提示資料の下で、様々
な意見や見解が交わされました。
病院の経営状況については、H26 年 11 月に松葉中
にて行われた市民説明会で市は、
「この病院は外来診療
比率が高く、赤字体質である」と言い切っていました。
ところが今回の資料では、H24～27 年度でみると「毎
年度の経常黒字分が将来の施設整備に向けた現金積立
となっています」に続いて「補助金等を除いたところ
でも、H26 年度までは、ほぼ収支同額ですが、H27 年
度では 1 億 7,400 万円の医業利益が出ています」とい
った説明になっています。外来診療比率が変わってい
ない基調でのコメントですから、2 年前の市民に向け
た「説明」は、一体何だったのか大きな疑問を感じた
ところです。

「地域包括ケアシステム」の市立柏病院を目指しま
す！

毎月１日 各戸配布 8,000 部発行 1980 年創刊
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)
http://www7a.biglobe.ne.jp/~furusatotomise/

あけぼの山農業公園で
今年もイルミネーション
風車前広場を中心に広がるイルミネーションが、夜
のあけぼの山農業公園を彩ります。全てが手作りでオ
リジナリティーあふれるイルミネーションです。毎年
少しずつイルミネーションの数が増えています。
今年は、どんなものが増えているのでしょうか？
是非足を運んで、お楽しみください。
日時：11 月 25 日(金)~12 月 25 日(日) 17 時～21 時
場所：あけぼの山農業公園風車前広場
問合せ:あけぼの山農業公園 ７１３３－８８７７
【総務部
取材】

富勢の行事

12 月 7 日(水) 12:00～15:00
私たちは、市立柏病院が建替えを機に、この地域周
★13:00～落語 南京玉すだれ
辺を中心に、市民全体あるいは医療圏域住民にとって
1 月 11 日(水) 12:00～15:00
も、より有益な病院になっていかねばならないと思っ
★13:00～吟詠と舞い
珈琲(ホット)・紅茶・
ています。そのためには医療圏域にある、他の病院や
昆布茶 100 円
医療機関との連携強化や、公立病院として担うべき分
移動交番
12 月 8 日(木) 10:00～11:30
野への進出など、目前にせまってきた超々高齢化社会
【柏警察署】
布施近隣センター
を見すえつつ、時代の要請に即した新しい「病院像」
はらぺこさん
12 月 16 日(金) 17:00～19:00
を作り上げていかねばなりません。
【福祉事業部】
布施近隣センター料理実習室
その点からも、今、柏市が目指している「健康長寿
柏おどり練習
12 月 17 日(土）19:00～
の町づくり・地域包括ケアシステムの
【体育部】
布施近隣センター和室
構築」を、私たちの地域で私たち自ら
子育てサロン
3 会場とも X`mas 会です
で具体的に取り組んでいくことが、大
はちのこ
12 月 13 日(火)10：00～11：30
きな意味を持つこととなります。病院
おしゃべり広場
富勢西小学校
と地域とがより密接に結びついていく中
かるがも
12
月
15
日(木)10：00～11：30
で、地域包括ケアシステムが活かされて
おしゃべり広場
わらび（北柏駅前保育園）
いくことで全市民・圏域住民にも役立つ
ふ せ
12 月 16 日(金)10：00～11：30
病院になる、と私たちは確信しています。
おしゃべり広場
富勢東小学校
引き続き、審議会の動向にご注目下さ
【福祉事業部】
い。
母と子のつどい
かるがも 12 月 6 日(火) 1 月 10 日(火)
次回の審議会は 12/20(火)14：00～
【柏市保健所
本庁舎 5 階 第 5・6 委員会室で行われ
10：00～11：30
地域健康づくり課】
ます。
【総務部取材】
根戸近隣センター
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】

一世帯につき一枚お取りください

両面ご覧下さい

34 名の民生委員児童委員(富勢地区)で再スタート！
12 月 1 日に柏市内 22 地区約 520 名、富勢地区では 34 名の民生委員児童
委員が委嘱されました。また児童福祉法の定める児童委員も兼ねることと
なっています。
（以下、民生委員）
民生委員の任期は 3 年(再任も可)で、任期満了に伴い一斉改選されまし
た。民生委員は各町会・自治会からの推薦を受け、また、主任児童委員は
ふるさと協議会から推薦を受け、市や県の推薦会を経て最終的には厚生労
働大臣から委嘱されるものです。
民生委員は非常勤の地方公務員の扱いとなっていま
すが、無給のボランティアとして活動しています。
図書館だより 布施分館 ７１３２－３１９３
来年は民生委員制度誕生 100 年となります。気持ち
根戸分館 ７１３１－６０５３
を新たに、地域の見守りを通して、適切な支援やサー
年末年始の休館日のお知らせ
ビスを市へ繋ぐ『つなぎ役』として役割を果たして、
27 年 12 月 28 日(水)～28 年 1 月 4 日(水)
まいりますので民生委員児童委員を宜しくお願い致し
(布施・根戸近隣センターのお休みは、
ます。
【富勢地区 民生委員会長】
12 月 29 日～1 月 3 日になります)

「ホっとカフェ・オレンジ」のご案内
認知症の方、その人達を介護されている方、認知症
に関わっている方が集まり、お茶を飲みながらおしゃ
べりや情報交換、専門家による相談を行っています。
悩み相談、おしゃべり、気晴らしなど
など、認知症に関わることなら何でも
OK です。申し込みは不要ですのでお気
軽におこし下さい。
場所：介護老人保健施設 はみんぐ
１階喫茶スペース
日時：毎月第三火曜日 13：30～15：30
（この時間なら出入り自由）
料金：参加費は無料。コーヒー、紅茶 1 杯 100 円
主催・問い合わせ
：北柏地域包括支援センター
７１３０－７８００ 担当 大島
【寄稿】

集まりした 211 名の賛同者！
利根川クリーン作戦実施
11 月 13 日(日) 好天に恵まれ、各町会・自治会単位
で利根川流域のゴミ拾いを実施しました。211 名と思
わぬ多くの参加者に、参加賞が足りなく慌てて補充す
る一幕も。県立柏高校の先生と生徒約 10 名が参加され
たことも、うれしいできごとでした。
拾い集めたゴミは、ポイ捨ての空き缶・空きペット
ボトル 42 袋の他、テレビや扇風機・ケース入りの 1.8ℓ
の空ビンなど明らか
に不法投棄と思われ
るものもありました。
日ごろから監視の
目を持って、防いで
いけたら、きれいな
利根川にしていける
のではないでしょう
か。
【環境部】

遊戯室だより

電話

７１３５－３９６０

☆0 才のじかん
12 月 14 日(水)・28 日(水) 10:00～11:45
対象：0 歳児と保護者 (直接どうぞ)
内容：親子の交流の場です。是非いらして下さ
い。
☆なかよし広場
12 月 20 日(火)
10:00～11:45
対象：0～3 歳児と保護者 (直接どうぞ)
内容：親子の交流や情報交換の場です。親子の
ふれあい体操なども行います。
★ハッピークリスマス
12 月 12 日(月)
10:30～11:30
対象：乳幼児と保護者
先着 15 組
内容：クリスマスを一緒に歌、
絵本、かざり作りなど
で楽しみます。
★みんなでおにたいじ
平成 29 年 1 月 27 日(金) 10:30～11:30
対象：乳幼児と保護者 先着 15 組
内容：おにのお面を作り、歌、絵本などで節分を
楽しみます。
☆印→予約無し
★印→予約有り 詳細と申込方法は「広報かしわ」
11/15,1/15 号で確認をして下さい。
おはなし会だより
休室日は布施近隣センター休日に同じ
・布施近隣センター
(布施分館)
12 月 17 日(土) 15:00～ 遊戯室
・根戸近隣センター(根戸分館)
12 月 2 日(金)H29 年 1 月 6 日(金) 10:30～ 和室
12 月 24 日(土) 10:30～ 会議室Ｂ

一世帯につき一枚お取りください

当日会場にお越しください。

両面ご覧下さい

