平成 30 年 11 月（第 270 号）

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 25 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：町会・自治会単位で次の訓練を体験します。
・避難訓練
・消火訓練
・通報訓練
・応急救護（AED）訓練
・起震車体験
・仮設テント組立訓練
他に、消防団放水訓練体験・炊出し訓練・
柏警察署移動交番 など
詳細は町会・自治会長宛にお知らせ済です。
【富勢地区自主防災防犯会 防災防犯部】

第 4 回健康講座

薬のお話し

日時：11 月 24 日(土) 13:00～15:00
場所：布施近隣センター 会議室
講師：石井直子氏(柏市立柏病院 薬剤科課長)
内容：「薬のお話」～薬の飲み合わせについて～
質疑応答 薬の相談をしてみましょう
参加申込：各町会長・自治会長さんへ 参加費無料
問合せ：布施 090-7402-7873 森川 090-1841-7868
【総務部・地域づくり推進委員】

ビオラ花鉢配布

11 月 23 日（金・祝日）

毎年恒例のビオラの花鉢を、７０才以上のお一人暮
らしの方、８３才以上の高齢者宅にお届けします。
10 月 4 日(木) 5 日(金)
千葉大学柏の葉キャンパスで育てられたビオラの苗
を中学生ボランテ
アの皆さんが鉢に
移植しました。
（1500 鉢）生徒さ
んたちによる水や
りと雑草とりで、順
調に育っています。
11 月 23 日（祝）
富勢中の生徒さんと民生委員がお届けする時には
可愛いお花が咲いていることでしょう。
楽しみにお待ちください。
【福祉事業部】

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】

11 月 7 日(水) 12:00～15:00
★13:00～健康体操
12 月 5 日(水) 12:00～15:00
★13:00～ウクレレと器楽演奏
珈琲・紅茶・昆布茶

移動交番
【柏警察署】
富勢地域文化祭
【文化部】
利根川クリーン作戦
【環境部】
柏おどり練習
【体育部】
はらぺこさん
【福祉事業部】
自主防災訓練
【地区自主防災防犯会】

富勢地域のつどい

各 100 円

11 月 8 日(木) 10:00～11:30
布施近隣センター
10 月 27 日～11 月 11 日
9 月号参照
11 月 11 日(日) 8:50～
10 月号参照
11 月 17 日(土) 19:00～
布施近隣センター和室
11 月 23 日(金)14:00～16:00
布施近隣センター料理実習室
11 月 25 日（日）9:00～
左記参照

子育てサロン

12 月は各会場でのクリスマス会を楽しんで下さい。
はちのこ
11/13 12/11(火) 1 月休み
おしゃべり広場
10：00～11：30
【福祉事業部】
富勢西小学校
「はちのこ」おしゃべり広場 地域講座
11 月 13 日(火）10:00～ 富勢西小学校
講座名：「離乳食のつくり方」
講師：市立柏病院 栄養科士長（栄養士）
専門知識の話を聞くだけでなく、お子さんと一緒に
その場で疑問が解ける講座です。

※「かるがも」「ふせ」も１月以降講座を予定して
います。(確定次第ご案内します) 【福祉事業部】
かるがも
11/15 ◎12/20 1/17(木)
おしゃべり広場
10：00～11：30
【福祉事業部】
わらび（北柏駅前保育園）
ふ せ
11/16 12/21 1/18 (金)
おしゃべり広場
10：00～11：30
【福祉事業部】

富勢東小学校

母と子のつどい
◎11/6 12/4 1/8(火)
かるがも
10：00～11：30
【柏市保健所
根戸近隣センター
地域保健課】
◎は計測日、保健師さんが来ます

―両面ご覧下さい―

高射砲第二連隊・訓練棟

特別公開Ⅳ

図書館だより

柏歴史クラブ・高野台町会共催
11 月 23 日(金・祝) 10：00～16：00 雨天決行
高野台会館隣 入場無料
「訓練棟」は全国的にも珍しい、大変貴重な建物です。
「我が家に残る戦争遺品」コーナーを設置します。当会
では、家庭に残る戦争遺品を記録する活動を続けてい
ます。ご自宅にある方は、当日会館へお持ちください。
問合せ：高野台会館 ☎ 7199-8741 平日 10:00～16:00
【寄稿 高野台町会】

私たちの運動へ

一層のご理解・ご支持を
市立柏病院建替え問題

この問題は、そもそも病院建物の老朽化から始まっ
た話しなのですから、移転の可能性がなくなった時点
で、直ちに現地での建替えに移行していかねばならな
かったはずです。建物の老朽化に伴う建替えに「条件」
が付けられること自体、何か不自然さを感じてきまし
たが、それはともかく、この建替えを機に、地域と病院
の協力関係を強めていく運動が市民の皆さんに理解さ
れ、支持されていく運動でなければならないと考えて
います。
市立柏病院から、市民公開講座の案内が届きました。
「見過ごさないで！高血圧」市立柏病院糖尿病センター
日時：11 月 12 日（月） 14：00～16：00
場所：アミュゼ柏 プラザ （60 人先着）
問い合せ先
℡7134－2000 (市立柏病院)
【総務部取材】

少しでも被災地復興に役立つように…
西日本豪雨災害への募金箱を開ける
8 月号でお知らせした布施近隣センター受付カウンタ
ーに設置した募金箱を 10 月 1 日に開けました。たくさ
んの硬貨のほか、千円札・
五千円札・一万円札もあ
り、総額 42,485 円になり
ました。
皆さまの温かいこころざ
しを、柏市役所を通じ
て、日本赤十字社へ届け
ました。ご協力ありがとうございました。
【福祉事業部 総務部】

ジャンケンで根戸中町会優勝
三世代ふれあい体育祭
10 月 21 日（日）天高い秋晴れの中、富勢小グランド
にて、にぎやかに全プログラムを終えました。町会対抗
では最終の地区対抗リレーで根戸中町会は、宿連寺町
会との 60 点差に追いつき同点首位。
ジャンケンで決め、
優勝は根戸中、準優勝は宿連寺町会に決まりました。小
学校対抗リレーは、富勢西小が、3 年連続の優勝を飾り
ました。
【ふれあい体育祭実行委員会】
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布施分館

７１３２－３１９３

根戸分館

７１３１－６０５３

☆予約の多いベスト 9
かがみの孤城
蜜蜂と遠雷
未来
魔力の胎動
マスカレード・ナイト
ファーストラヴ
漫画君たちはどう生きるか
下町ロケット［3］ゴースト
老後の資金がありません

遊戯室だより

電話

辻村 深月
恩田 陸
湊 かなえ
東野 圭吾
東野 圭吾
島本 理生
吉野 源三郎
池井戸 潤
垣谷 美雨

７１３５－３９６０

☆0 才のじかん
11 月 7 日(水)・14 日(水) ・21 日(水)・28 日(水)
13:30～15:00
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・情報交換の場です
☆なかよし広場
11 月 13 日(火) 11 月 27 日(火) 10:00～11:45
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。
★ハッピークリスマス
12 月 10 日(月) 10:30～11:30
場所：布施遊戯室
対象:乳幼児と保護者 先着 15 組
（未就学児は保護者同伴）
内容：簡単な工作・歌・パネルシアターなど、クリ
スマスの雰囲気を楽しみます。
申込：11/16（金） 13:30～ 電話で
（布施遊戯室 7135-3960）
☆印→予約不要
★印→予約必要

詳細と申込方法は広報「かしわ」
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 17 日(土) 15:00～ 遊戯室
・根戸近隣センター(根戸分館)
11 月 2 日(金) 12 月 7 日(金) 10:30～ 和室
11 月 17 日(土) 10:30～ 会議室Ａ
当日会場にお越しください。

１回勝負

左側根戸中町会グーで勝ち

―両面ご覧下さい―

