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富勢地区懇談会開催 

病気になっても自宅で過ごしたい… 

『病気になっても住み慣れた自宅で過ごしたい』そ

のためにはどのような医療を受けるか、また関係す

る機関とどうつながっていけば良いのかなどを、専

門家の立場から具体的なお話しを伺います。 

そのあとに、グループ討議で、課題や疑問などにつ

いて話し合います。 

日時：3 月 7 日(土）15：00～16：30 

場所：布施近隣センター 会議室 

テーマ：「訪問医療・訪問看護」知っていますか？ 

講師：・柏市地域医療推進課 ・訪問看護士 

・ケアマネージャー 

富勢地域では、毎年身近な問題について、町会・自

治会の方々と行政、その他関係機関との話し合いの場

として年１回、地区懇談会を開催しています。 

各町会・自治会に案内を出していますが、参加希望

の方は、当日直接会場にお越し下さい。 

問合せ：事務局 村上 （080-3150-1754） 

【福祉事業部】 

子育てママの健康講座 

育児に毎日、奮闘しているママさん方、肩こりや腰

痛等の不調はないですか？このたび、ヨガの先生をお

招きして、親子が楽しく、ふれ合いながらできるヨガ

を指導していただきます。ぜひご参加ください。 

日 時：3 月 3 日(火）10：00～ 

場 所：根戸近隣センターD 会議室 

講 師：丸山 和歌子先生 

テーマ：ベビー＆ママヨガ 

申込み：当日直接会場へ 無料 

持ち物：飲み物、バスタオル 

主 催：富勢地域柏市民健康づくり推進員 

（柏保健所地域保健課） 

問合せ： 飯田 ☎7131-6282 

          【柏市民健康づくり推進員】 

令和初の「ふるさと富勢ウオーク」 

3 月下旬に富勢ウオークが、

毎年行われます。今年は 3 月

28 日に『富勢の”桜”を探そう』

をテーマに現在、検討中です。 

詳細は、3 月号で発表します。

どうぞご期待ください。【体育部】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「俳句が素晴らしい」と褒められて・・・24 万円！ 

 「新聞に掲載しないか」

と電話で勧誘され、有頂

天になり承諾した。掲載

に 2 万円と聞いた。実際

には 24 万円と高額なので断ると、「キャンセル出来な

い」と言われ仕方なく契約してしまった。(70 代女性) 

 俳句以外にも短歌、書道、絵画、写真等の手口が発

生しています。 信用できるのかを確認することが大

事です。困った時には相談しましょう。 

【寄稿 消費コーディネーター富勢地区担当】 
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ホームページ 

https://furusatotomise.com 
ふるさと富勢又はＱＲコードで検索 

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】 

2 月 5 日(水)  12:00～15:00 

★13:00～オカリナ演奏 

3 月 4 日(水) 12:00～15:00 

★13:00～ハーモニカ演奏 

珈琲・紅茶・昆布茶 各 100 円 

移動交番 

【柏警察署】 

2 月 13 日(木) 10:00～ 

布施近隣センター 

柏おどり練習 

【体育部】 

2 月 15 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】 

2 月 21 日(金) 16：30～ 

布施近隣センター料理実習室 

富勢地区懇談会 

【福祉事業部】 

3 月 7 日(土) 

左記記事参照 

富勢地域の集い 子育てサロン 

かるがも 

おしゃべり広場 

【福祉事業部】 

2/20 3/19 4月より閉会 

10：00～11：30 

わらび（北柏駅前保育園） 

はちのこ 

おしゃべり広場 

休会中 

4 月より閉会 

ふ せ  

おしゃべり広場 

【福祉事業部】 

2/21 3 月お休み 4/17 

10：00～11：30 

富勢東小学校 

母と子のつどい 

かるがも 

【柏市保健所 

地域保健課】 

☆2/4  3/3 4/7 

10：00～11：30 

根戸近隣センター 

☆は計測日 保健師さん 

かるがも、はちのこおしゃべり広場は、諸事情により

3 月を持ちまして閉会いたします。引き続き開催の

「ふせ」「母と子のつどい」にお越しください。 



―両面ご覧下さい― 

第３回ふれあい祭 餅つきも開催！ 

地域の皆さんの交流イベン

トとして、第３回を迎え、今

回は屋外では餅つき＆ふる

まいを行います。フリードリ

ンクコーナーや屋台の食べ

物等とあわせてお楽しみく

ださい。館内では子供に大人

気のピニャータや、ネイル、ビーズ作り、フラワーア

レンジメント等の各種体験、昭和のレコード鑑賞やパ

ラリンピック競技のボッチャの体験等々、たくさんの

企画でお楽しみ頂けます。どうぞ足を運んでみてくだ

さい。 

日時：2 月 29 日(土）11：00～16：00 

場所：セレモニー天来北柏ホール（北柏 4 丁目） 

問い合わせ：北柏町会 04-7157-3366 

（火・木・土 午前 9 時～12 時） 

【寄稿 北柏町会】 

建替えこそが、病床利用率向上への近道！ 

医療公社管理課から、市立柏病院の令和元年度にお

ける病床利用率（2019 年 4 月～12 月）の数値が提示

されました。この 9ケ月間の平均は、76.1％です。今

年度も後残り 3 ケ月、病院関係者の更なる頑張りで、

通期 80％を何とかクリアして貰いたいものです。一方

「小児科治療体制確立の目途」の方は、実績（上掲同

期間で、延べ 35 人の入院）を上げつつあり、頼もし

い限りです。この問題が行政課題となった元はと言え

ば、間違いなく病舎の「老朽化」です。そして、これ

を現在地で建替えるには111億円程度の建設費用が必

要とされ、病院建設債 75 億円の発行も予定されてい

たのです。それがいつの間にか、「多額の建設費用が見

込まれるから、病床利用率の向上（80％以上）が求め

られる」といった、誠に奇妙な方向へ向かって行くこ

ととなりました。私たちも、病院経営をより安定させ

ていくに際して、この数値を上げていくことに何ら異

存はありません。しかしその為には、一日も早く病院

病舎の建替えに踏み切ることが一番手っ取り早い対

応策だと考えています。今の時代に相応しい新しい病

院にしていくことが、病院事業の安定と収支の向上に

繋がっていくと、私たちは確信しています。皆さんか

らのご理解・ご支援をお願い致します。 

【総務部取材】 

布施遊戯室 3月 30 日開催 ふせ★フェスタ  

子ども実行委員募集 

「ふせ★フェスタ」開催に向けて、遊びのコーナーの

準備、当日の運営も行う子供実行委員を募集します。 

3 月 14 日(土）25 日(水）29 日(日）9：30～11：30 

3 月 30 日(月）12：00～15：30 (フェスタ当日） 

対象：小学 2 年生以上 （先着 12 人） 

申込 3 月 2 日(月）13:30～ お電話(7135－3960)で 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3月 30 日 パフォーマンス発表参加者募集 

対象：小学生～18 歳まで 先着 5 組(個人またはグル

ープ） 歌、ダンス、手品など得意なことをみんな

の前で発表します。 

申込 3 月 2 日(月）13:30～ お電話(7135－3960)で 

図書館だより  布施分館 ７１３２－３１９３ 

根戸分館 ７１３１－６０５３ 

布施分館 保存期間が過ぎた雑誌を差し上げます 

布施分館において、保存期間が過ぎた定期購読雑誌
を、希望者に差し上げます。 

2 月 22 日から 2 週間程度 布施分館入口付近に展
示します。なくなり次第終了となります。ご来館の
上、ご自由にお持ち下さい。 

ＮＨＫきょうの料理 日経ヘルス 

日経マネー ＢＥ－ＰＡＬ 

婦人画報 週刊 文春 

小説推理 ＤＩＭＥ（ダイム） 

＆ Ｐｒｅｍｉｕｍ ダ・ヴィンチ 

JR 時刻表(奇数月) 旅の手帖 

モーターサイクリスト 小説新潮 

遊戯室だより  電話 ７１３５－３９６０ 

☆0 才のじかん 

日時：2 月 5 日・12 日・19 日・26 日各水曜日   

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

や情報交換の場です。 

☆なかよし広場  

日時：2 月 11 日(火)・25 日(火)  10:00～11:45 

対象：乳幼児と保護者  

申込：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。 

★ひなまつり 

3 月 2 日(月) 10：30～11：30  

場所：布施遊戯室 

対象：乳幼児と保護者  

内容：簡単な工作でひな人形を作ります。また歌

や絵本を楽しみます。 

申込：2 月 2 日(日)  13：30～お電話で 

 

 

 

 

おはなし会だより 
・布施近隣センター (布施分館)  

2 月はお休みです 

・根戸近隣センター(根戸分館) 

2 月 7 日(金) 3 月 6 日(金) 10:30～ 和室 

2 月 15 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」 2/1 号、3/1 号で確認を 

 休室日は布施近隣センター休日(第3月曜日)に同じ 


