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11 月 23 日は 防災意識を向上させ
その後 富勢郷土の歴史を学びましょう
富勢地区自主防災訓練
日時：11 月 23 日(土) 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 ・応急救護（AED）訓練
・通報訓練 ・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】

「高射砲連隊 訓練棟建物公開」と
まちの記憶「物流の要衝 根戸」里帰り展
日時：11 月 23 日(土) 10:00～16:00
例年開催の「高射砲訓練棟」建物公開に加え、本年
は柏市郷土資料室で開催中の「物流の要衝 根戸」展
の展示品を、高野台会館で里帰り展示します。
根戸は古墳時代から多くの人が居住していました
が、江戸時代以降も手賀沼や水戸街道を通じて物資の
流通が盛んだったそうです。遺跡の発掘品や写真資料
を展示します。郷土の歴史を学べる貴重な機会になる
と思いますので、ご家族で是非お出で下さい。
(入場無料)
柏歴史クラブ・高野台町会共催
問合せ：高野台会館 7199-8741 平日 10 時～16 時
【寄稿 高野台町会】

「人とのつながりと健康格差」講演会開催
日時：12 月 1 日(日) 13:30～15:00
場所：布施近隣センター 会議室
私たちは、誰しもがいつまでも元気な日々を過ごし
たいと願っています。そんな「健康長寿」を実現する
ために必要なこと、それは日常生活の中で他者とのつ
ながりを持つことであることが、最近の調査・研究か
らわかってきました。
今回、村山洋史氏(東京大学高齢社会総合研究機構
特任講師)をお招きし、上記の調査・研究について、
「他
者とつながりを持つメリット」「どのようなつながり
が健康長寿に効果的なのか」などについて、より詳し
く、わかりやすくお話しして頂きます。
皆さまの日常生活をより快適に過ごしていく上で、
必ずや新たなヒントが得られると思っています。お誘
い合わせの上、ぜひご参加下さい。 【福祉事業部】

ビオラ花鉢配布！ 11 月 23 日（土）
毎年恒例の富勢中ボランテアの皆さんが育てたビ
オラの花鉢を、70 歳以上のお一人暮らしの方、83 歳
以上の高齢者宅にお届けします。当日は、富勢中の生
徒さんと民生委員がお伺いします。可愛い花鉢を楽し
みにお待ちください。
【福祉事業部】

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 6 日(水) 12:00～15:00
★13:00～上方落語
12 月 4 日(水) 12:00～15:00
★13:00～ハーモニカ演奏
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】

各 100 円

11 月 14 日(木) 10:00～11:00
布施近隣センター
10 月 26 日～11 月 10 日
9 月号参照
中止
裏面記事参照
11 月 16 日(土) 19:00～
布施近隣センター和室
11 月 23 日(土) 14:30～
布施近隣センター料理実習室
11 月 23 日(土） 9:00～
左記参照

富勢地域の集い 子育てサロン
かるがも
11/21 ◎12/19 1/16(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）
◎は計測日 保健師さん
はちのこ
休会
おしゃべり広場
【福祉事業部】
ふ せ
11/15 12/20 1/17 (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
☆11/5 12/3 1/7(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】 ☆は栄養相談 栄養士さん

―両面ご覧下さい―

台風 19 号の影響で中止に…
三世代ふれあい体育祭

図書館だより

利根川クリーン作戦

体育祭実行委では、10 月 16 日夜に、苦渋の選択
で、20 日の体育祭の開催中止を決定しました。
・利根川の遊水池周辺の田畑に被害が出たこと。
・前日の 19 日も相当量の降雨が予測され、体育祭の
準備ができない状況になること。
また 11 月 10 日予定の利根川クリーン作戦も、利
根川遊水池の冠水状況から、中止することにしまし
た。 【三世代ふれあい体育祭実行委員会 環境部】

1200 年の伝承と郷土愛の醸成を
富勢東小に絵画(布施弁天 竜宮門)寄贈
布施新町在住の画家により、東小にサイズ 10 号の絵
が寄贈されました。布施弁天・紅龍山東海寺の竜宮門
(楼門)は、全国でも数十程度しか残っていないもので、
1200 年の伝統を守っています。
児童の記憶に残り、将来にわたり、この伝統を継承
し、さらに、郷土愛を育んでいくことを願ってのもの
です。校舎 3 階ランチルームに掲出されています。東
小に行かれた際は、是非ご覧下さい。
【寄稿 布施新町町会】

現地建替えまで 運動を続けます
市立柏病院現地建替え対策委員会
市立柏病院の建替えは、そもそも平成 25 年度に公
表された「市立柏病院整備基本方針」に示されて以来
のことです。ここに到るまでには、何年にもわたって、
市内主要病院長、柏市医師会、同歯科医師会を始め有
識者が、多くの時間と費用をかけて練り上げてきたも
のです。
従って、ほとんど意味のない「意見交換会」や「市
立柏病院事業検討専門分科会」といった屋上屋を重ね
るようなことは、全く不要なことでもあったのです。
移転先の土地購入をしなくなった H28 年 2 月時点で、
直ちに現地建替えに舵を切り替えてしかるべきだっ
たはずです。
私たちは今後とも今まで通り、この運動を自信持っ
て続けていきます。引き続きのご支援・ご協力よろし
くお願い致します。
【総務部取材】

布施分館 ７１３２－３１９３
根戸分館 ７１３１－６０５３

予約の多い本の紹介
1
2
3
4
5

そして、バトンは渡された
希望の糸
沈黙のパレード([ガリレオ])
むらさきのスカートの女
一切なりゆき 樹木希林のことば

遊戯室だより

電話

瀬尾
東野
東野
今村
樹木

まいこ
圭吾
圭吾
夏子
希林

７１３５－３９６０

☆0 才のじかん
11 月 6 日、13 日、20 日、27 日
各水曜日 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
交流や情報交換の場です
☆なかよし広場
11 月 12 日(火)、26 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。手遊びや体操
なども行います。
☆2 人のマジックショー
11 月 23 日(土) 13:00～14:30
場所：布施近隣センター和室
対象:どなたでも（未就学児は保護者同伴）
内容：2 人のマジシャンによるわくわくドキドキの
楽しいマジックショーです。マジックの体
験もあります 直接どうぞ（50 人）
★ハッピークリスマス
12 月 9 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）
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（土） 13:30～ 電話で
☆印→予約なし
★印→予約あり
広報「かしわ」11/1 11/15 号で確認を
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 16 日(土) 15:00～ 遊戯室
・根戸近隣センター(根戸分館)
11 月 1 日(金) 12 月 6 日(金) 10:30～ 和室
11 月 16 日(土) 10:30～ 会議室Ａ
当日会場にお越しください。

高齢者を狙う特殊詐欺

手を替え品を替え、被害者をおとしいれようとしている。老後の貯えや生
活費をむしり取る。失われるのは、財産だけではありません。被害にあったことで自分を責め、近所づき
あい、友人とのつきあいもできなくなる。自尊心まで奪う悪辣な犯罪なのです。
「私は大丈夫」ではありま
せん！一人一人が常に気をつけましょう。
【寄稿 消費生活コーディネーター富勢地区担当】
―両面ご覧下さい―

