
  ―両面ご覧下さい― 

昭和 ・ 平成 そして…… 
富勢地域支えあい会議の活動に期待！ 

新しい時代に期待が膨らむ反面、社会は超高齢化に向

かい、独居老人や後期高齢者二人だけの家族構成が増え

ていきます。そして、このような家庭において

は、日常生活に支障が出てくることが充分に

予測されます。 

そこで、柏市では地域単位に「支えあい会

議」を開催し、富勢でも当協議会の会長を代

表として、支えあい推進員(光城京子さん「写真」)が、状況

に応じたメンバーと共に、支えあい活動についての話し合

いを行っています。 

当面の活動として、布施新町と利根町

会の「支えあいネット」に見られる、町会・

自治会単位程度の地区ごとに「たすけあ

いの組織づくり」のお手伝いをしていくこと

にしています。1つでも多くの助け合いのネ

ットワークができるように、当協議会として、全面支援をして

いくこととします。         【福祉事業部 総務部】 

困るのは私たちだけではありません！ 
市立柏病院建替え問題 

3月の柏市議会で市長は、病院建替えに関して相変わ

らずあいまいな態度に終始していました。私たち対策

委員会としては、引き続き現地での早期建替えを、従来

にも増して地域住民・市民全体に訴えていくこと、そし

て市立柏病院が更に老朽化し、極端に言えば朽ち果て

てしまうようなことになれば、現利用者を始め当該地

域の住民、隣接地域住民の命と健康を護っていくこと

が大変困難となってしまいます。そうしたことになら

ぬよう、これからも皆さんと共に運動を進めていきた

いと思っています。ご支援・ご協力方よろしくお願い致

します。            【総務部取材】 

小雨・肌寒の中も元気に完歩 
富勢ふるさとウォーク 

当日の 3 月 23

日 (土 )は前日と

の気温差が 10℃

以上も低くな

り、特に「柏市富

勢運動場」の中を通った時には、冷たい小雨の洗礼を受

けました。その後、雨は止んだものの寒さに震えながら、

総勢 65 名が無事、歩き通して、布施近隣センターで、

甘いお汁粉にホッといやされました。    【体育部】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

富勢地域のつどい 子育てサロン 

2月号でお知らせできなかった 4月の開催日です。 

はちのこ おしゃべり広場 富勢西小学校 

4月はお休みです 

かるがも おしゃべり広場 わらび(北柏駅前保育園) 

4月 18日(木)  10：00～11：30 

ふせ おしゃべり広場 富勢東小学校 

4月 19日(金)  10：00～11：30 

母と子のつどい かるがも 根戸近隣センター 

4月 9日(火)  10：00～11：30 

5月～7月の予定は次号でお知らせします。  

平成 31年 4月（第 275号） 

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】 

4月 3日(水)  12:00～15:00 

★13:00～ マジック 

5月１日(水) 12:00～15:00 

★13:00～ 企画中 

珈琲・紅茶・昆布茶 各 100円 

移動交番 

【柏警察署】 

4月 11日(木) 10:00～11:30 

布施近隣センター 

柏おどり練習 

【体育部】 

4月 20日(土) 19:00～ 

布施近隣センター和室 

はらぺこさん 

【福祉事業部】 

4月 19日(金) 17:00～19:00 

布施近隣センター料理実習室 

ゆうゆう会 

【福祉事業部】 

4月 19日(金)  5会場で開催 

関係者に個別に通知済 

グランドゴルフ 

【体育部】 

6月 1日(土) 

詳細次号に掲載 

富勢地区ふれあいサロン 

森のサロン・きらら 

歩論館 （北柏 2丁目） 

4/2・16 5/7・21 6/4・18 

12：00～15：00 

  

ものがたり広場 

ものがたり訪問看護 

ステーション柏 

(布施新町) 

4/2 ・12 ・16 ・26 

5/7 ・10 ・21 ・24 

6/4・14・18・28 

10:00～15:00 

  

ひだまりサロン寺山 

寺山ふるさと会館 

4/18  5/16  6/20 

13：00～15：00 

  

利根なごみの会 

利根ふるさと会館 

4/21  5/19  6/16 

13：00～15：00 

  

脳トレ・チャレンジの会 

北柏町会ふるさと会館 

4/5   5/3   6/7 

10：00～12：00 

  

脳トレ・かわせみの会 

根戸近隣センター 

4/25   5/23   6/27 

10：00～12：00 

  

 



  ―両面ご覧下さい― 

今年のテーマは「たすけあい活動!!」 
富勢地域支えあい会議・地区懇談会 

2 月 23 日(土)布施近隣センターで「支えあい会議・
地区懇談会」が開催されました。参加者は 80名余りと
盛況でした。 

第 1 部の支えあい会議では西原地域のたすけあい活
動「にっこりサポート」を立ち上げた、ふるさと協議会
会長でもあり支えあい会議代表でもある奥村会長と二
瓶推進員の講演を聞きました。 

第 2 部の地区懇談会では、自分の町会でたすけあい
活動を立ち上げるとしたら何が課題か、何が必要かと
いう内容で町会ごとにグループ討議を行いました。 

グループ討議の主な意見 
〇立ち上げるための課題 

①支えあいについて知らない住民が多い 

②住民のニーズが把握できていない 

〇立ち上げるために必要なこと 

① 説明会を行う等、支えあいの周知を行う 

②アンケート調査する 

グループ討議では上記の他にも多くの意見があり、た
すけあい活動への関心の高さが伺えました。今現在も
一人暮らしでゴミ出しに困っている方、病院の付き添
いが必要な方がいるとの声が聞かれており、たすけあ
い活動を必要としている方がいます。今すぐ動き出せ
る町会、たすけあい活動の周知が必要な町会、町会によ
って現状は様々ではありますが、たすけあい活動が少
しずつでも広がっていくように町会の実情に合わせた
方法を皆さんと一緒に考えていきたいと思います。 

【富勢地域支えあい推進員 福祉事業部】 

第 2部 6グループに分かれて熱心な討議 

 

 

富勢人事往来 （敬称略） 

富勢中学校校長   百   徹  ⇒ 高橋 一夫 
富勢東小学校校長  伊堂寺和美 ⇒ 伊藤 雅朗 

富勢西小学校校長  谷口 智  ⇒ 伊藤 嘉章 
 

 

 

◆皆さん特殊詐欺に注意しましょう◆ 

特殊詐欺被害防止対策 

※ 電話は、留守番電話設定にしておき、知らない

番号からには出ない。 

※ 迷惑電話対策器を取付ける。 

※ 電話で「お金」や「キャッシュカード」の話は詐欺だと

思う。 

※ 少しでも「おかしい」と思ったら警察や消費生活セン

ターに連絡すること。一人で判断しないこと。 

【寄稿 消費生活コーディネーター富勢地区担当】 

 

 

 

たすけあい活動って？ 

2025年、団塊の世代の方が 75歳以上になり人口の 3

人に 1 人が後期高齢者となることから、ゴミ出しや草
取り等、日常でちょっとした困りごとが出てくること
が考えられます。そうしたときに住民同士で手助けし
あう仕組み、それがたすけあい活動です。 

現在、富勢地域では布施新町支えあいネットと利根
支えあいネットがたすけあい活動を行っています。次
号でこの 2団体の活動を紹介します。 

 

図書館だより 布施分館 ７１３２－３１９３ 

 根戸分館 ７１３１－６０５３ 

布施分館 新刊図書の紹介 

・気まぐれ体験紀行 星 新一 KADOKAWA 

・赤い衝動 S.ブラウン 集英社 

・「王室」で読み解く世界史  

宇山卓栄  日本実業出版社 

・平成の東京 12の貌 文芸春秋／編 

・死にゆく人の心に寄りそう  

玉置妙憂  光文社 

遊戯室だより  電話 ７１３５－３９６０ 

☆0才のじかん 

日時： 4月 10日(水）、17日(水）、24日(水) 

13：30～15：00 

対象： ０歳児と保護者 

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。 

申込：直接どうぞ 

☆なかよし広場 

日時：4月 9日(火）、23 日 （火) 10:00～11:45 

対象：乳幼児と保護者 

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。 

申込：直接どうぞ 

※23 日 (火)はスペシャル 

「みんなでつくろう こいのぼり」 

簡単な工作、季節の歌、絵本の読み聞かせを楽

しみます。先着 15組とします。 

 

   

 

 

 

おはなし会だより 
・布施近隣センター (布施分館)  

4月はお休みです  遊戯室 

・根戸近隣センター（根戸分館) 

4月 5日(金) 5月 10日(金) 10:30～ 和室 

4月 20日(土)  10:30～ 会議室 A 

当日会場にお越し下さい 

☆印→予約なし 

★印→予約あり 

   広報「かしわ」4/1号で確認を 

 休室日は布施近隣センター休日に同じ 

 


