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令和５年  新しい年に希望を呼び込んで❣ 

コロナ禍の出口が見えないまま、新年を迎えました。 
令和２年３月に、協議会行事を中止してから2年10ヶ月が
過ぎました。 
本年こそは、いつも通りの活動ができることを願って止
みません。皆さまの温かいご支援をお願い申し上げます。 
富勢地域ふるさと協議会会長 後藤 敏 

他役員・委員一同 

本年も 富勢地域いきいきセンターを 

よろしくお願い致します 

平成29年5月30日に開所して、今年の6月に7年目を
迎えます。一昨年4月、コロナ禍真っ只中に、初代の小野
から２代目メイン担当として、漆原が引継ぎ早や２年、職
員２名体制で、福祉の相談窓口として「どこに相談したら
良いかわからない」などの声に、日々対応しています。 
今年も、地域の皆様に支えていただきながら、福祉に
関する様々な相談対応や、富勢地域活
動への参加等、より多くの方々とふれあ
い、皆さまにいきいきセンターを活用し
て頂けるよう、まい進して参ります。本年
もどうぞよろしくお願い致します。 
開設日： 
毎週火・水・金曜日 10:00～16:00  

電話：04-7128-9871 
場所：布施近隣センター2階ロビー内 

【富勢地域いきいきセンター】 

あわんとり 3年ぶりに開催します 
日時 1月15日(日) 15時開始 (雨天22日に延期) 
場所 布施弁天北側トマトハウス付近 
主催 布施連合町会 
主管 柏市消防団 第1方面隊第6・7分団 
消防団活動の一環で実施します、温かいご支援を。 

お札や正月飾りなどの可燃物に限り、ビニール類・ぬい
ぐるみなどの人形はお預かりできません。連合6町会の指
定場所に消防団が回収に伺う他、当日15時まで会場に
直接持ち込みも可能です。    【寄稿 布施連合町会】 

救命講習会 開催中止 

3年引き続き開催を中止します。【自主防災防犯会】 

布施近隣センター改修工事のお知らせ（続報） 

布施近隣センターでは，施設の老朽化に伴い，「ベラン
ダ防水及び外壁塗装工事」を行いますので，1月初旬か
ら５月中旬頃まで，1階及び2階駐車場の一部がご利用
できなくなります。 
空調設備工事等に引き続きの工事となり，利用者の皆
様には，工事中の騒音等と共に，大変ご不便等をおかけ
しますが，何卒ご理解・ご協力をお願いいたします。 

※ 工期については，延長となる場合があります。 
【布施近隣センター】 

 
布施遊戯室イベントの案内 

☆０才のじかん    13：30～15：00 

1月11日（水）、18日（水）、25日（水） 
※1月4日（水）は、冬休み期間中のためお休みです。 

2月1日（水）、8日（水）、15日（水）、22日（水） 
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   10:00～11:45 

2月14日（火）、28日（火） 
※1月のなかよし広場は、はぐはぐフォーラム対象事
業のため、申込み制になります。 

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。 
★はぐはぐフォーラム対象事業 「なかよし広場」 

1月10日（火） 10：00～11：45 
対象：乳幼児と保護者 （先着6組） 
 
内容：親子で交流しながら、手遊びや体操などを楽しみ
ます。 

申込：受付中 遊戯室に電話で 

★はぐはぐフォーラム対象事業 

「なかよし広場スペシャル みんなでおにたいじ」 

1月24日（火） 10：00～11：45 
対象：乳幼児と保護者 （先着6組） 
内容：親子で交流しながら、簡単な工作、歌などを楽

しみます。 
申込：満員になり、受付終了しました。 

★ひなまつり 

2月27日（月） 10：00～11：00 
対象：乳幼児と保護者 （先着6組） 
内容：簡単な工作や歌、パネルシアターなどを楽しみ

ます。 
申込：2月2日（木）13：30～ 遊戯室に電話で 

 【布施遊戯室】 

おはなし会のご案内 

ボランティアグループによる、絵本等のおはなし会を開
催しています。当日、会場にお越し下さい。 
おかあさんのおはなし会 
布施近隣センター 和室1 15:30～16：00 

1月21日(土) 
ねどちゃん 
根戸近隣センター 会議室D 10:30～11：00 

1月6日(金)  2月3日(金) 
【こども図書館 04-7108-1111】  

★電話申込  布施遊戯室へ  04-7135-3960 
開室時間 13:00～17:00 

メイン担当 漆原 

LINEスタンプ作成講座

(裏面参照)で作成 
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民生委員・児童委員の 

一斉改選 

民生委員・児童委員は、厚生労
働大臣と柏市より委嘱され、3年を
一期として活動します。富勢地区
においても16名が退任されました
のでお知らせ致します。 
    長い間お疲れさまでした。そし
て、ありがとうございました。 
【富勢地区民生委員 

児童委員協議会】 

 

富勢小学校にて 初 世代間交流 

「ザ・わくわく」！！ 

昨年の11月29日の午前中、富小の体育館で世代間交
流会がありました。今回のテーマは「むかしの遊び」。羽
根つき、おはじき、お手玉、コマとけん玉などで、1年生4ク
ラスを2回に分けて、民生委員・児童委員と楽しく体験し
ました。体験を終えてから、お礼の意味を込めて、皆でピ
アニカ演奏、手振りを入れた歌でお返ししてくれました。 

【福祉事業部】 

消費者トラブルは地域で防ぎましょう!! 
1.搾取・悪質業者に引っかからないために 
① 不安や迷い等、人の弱みに「つけ込む」電話を使
用して「今すぐ振り込んでください」は詐欺です。 
② 有利な(おいしい)話ばかりを強調し、今だけ儲かる
話しは詐欺です。キッパリ断わりましょう。 
③ 相手にスキを「与えない」で、一度電話を切る勇気
をもち、自分だけで判断せず、家族に相談しましょう。 
※オレオレ詐欺被害者の8割は女性、その7割は70歳
以上です。また、被害者の9割は「自分は大丈夫」
だと思っていました。 

2.「気づき」⇒日常の生活の中で、地域の高齢者の「異
変」のサインを見逃さない。 
○向こう三軒両隣りの異変 
・見なれない人(スーツ姿・作業員風)が出
入りしている。→悪質訪問販売・点検商
法かもしれません。 
・不自然な工事をしている(壁・屋根・床
下) →点検商法かも… 
・宅配便の車が頻繁に来ている(止まって
いる) →送りつけ商法かも… 

○本人の様子 
・いつもより表情が暗く、元気がない⇒お
金を要求されたり、脅されているかも… 
・急に外出が増え出かける。⇒催眠商法、
高額商品を売りつけられているかも… 

※自分自身が気をつけると共に、周囲・近所
の異変にも気づいてあげましょう。 

【寄稿 消費生活コーディネーター富勢地区担当】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ご存じですか？ 

柏市の根戸近隣センターの敷
地内に、大きなイチョウの木が
あるのをご存じですか？ 
なんと！毎年、沢山の実をつけ
るのです。もしご興味がありま
したら、是非一度訪ねてはいか
がでしょうか。(晩秋に…) 

 【福祉事業部】 
 
 
 

好評でした ＬＩＮＥスタンプ作成講座 

12月10日、布施新町みらいプロジェクトの皆様の協力
のもと「みんなでLINE
スタンプづくりに挑
戦！」講座を開催。 
参加者もスタッフも

楽しみながら盛況に
終えることができまし
た。 
最後に撮った集合
写真でスタンプを作
成してみました。 
参加者の皆さん、ご
協力頂いた布施新町
みらいプロジェクトの
皆さん、ありがとうご
ざいました！ 

【富勢地域いきいきセンター】 

コマ回し 

(敬称略) 

地区 担当者氏名 在籍 地区 担当者氏名 在籍 

荒屋敷 長谷川 清子 1期 根戸中 田中 洋子 3期 

北柏 濱之上 弘朗 3期 安室 洋子 3期 

岩田 重夫 3期 根戸下 鹿志村 則夫 3期 

高野台 田嶋 泰子 7期 布施新町 万字 洋子 3期 

山川 紘 3期 村口 憲治 2期 

コープ
野村他 

吉田 麗子 3期 山品 良樹 2期 

宿連寺 山田 直樹 3期 布施新田 村越 泰子 4期 

利根 佐藤 兼信 2期 藤谷 康子 4期 

 

一年生の手振りを入れた歌とダンス 

根戸近隣センターと共に 

生きる大イチョウ 


