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いよいよ始動！ 

八朔相撲大会・三世代ふれあい体育祭 

6月 30日(木)に復活第 22回八朔相撲大会(10/1)およ

び平成 28 年度三世代ふれあい体育祭(10/16)の第一回

実行委員会がそれぞれ開催されました。リオオリンピ

ックの興奮を引き継ぎ、盛大に開催できるよう、実行

委員一同張り切っております。出場者のみならず応援

もよろしくお願い致します。    【総務部】 

 

２万円集まりました 

熊本地震災害義援金 

布施近隣センター受付カウンタの上に置いて、来館

者に協力を呼びかけた募金箱を、７月６日サロン・

ド・とみせオープン中に開けました。2 万円には少し

足りませんでしたが、ある立ち合い者から、最後の寄

付があり、ちょうど 2 万円になりました。 
7 月 7 日、社会福祉法人「千葉県共同募金会 柏市

市会」に持参しました。 
皆様のご協力に感謝申し上げます。 【総務部】 
 
勉強会・講演会などを企画 

市立柏病院の建替え問題 
市立柏病院の建替え問題については前号でもお知

らせしたように、健康福祉審議会の専門分科会におい

て、今後様々な角度からの再検討がなされていくこと

となりました。対策委員会としては、これまでの経

緯・関係者間の議論の流れからすると、この進め方自

体に大きな疑問を感じてはいるが、決まったからには

そのフィールドで住民の考えや思いを、従来にも増し

て訴えていきたいとしています。 
6 月 27 日に開催された対策委員会全体会では、こ

れから先、我々の側も市立柏病院を病棟のリニューア

ルだけでなく、これをどのような医療内容・役割を担

ったものにしていくべきなのか、一定の考えを持つ必

要があります。そのために、これに向けた勉強会・講

演会を企画していくことになりました。 
第 1 回目として、8 月下旬に柏市医師会副会長・長

瀬慈村医師を招いて、「柏市における地域医療の現状

と柏市医師会の役割」と題する講演を予定しています。

但し、今回は会場スペースの関係から町会代表者と対

策委員会メンバーとなってしまいます。 
住民・市民向けには、後日改めて機会を設けていき

たいとしています。       【総務部取材】 

 

ストップ！ 振り込め詐欺 還付金詐欺 

昨年から、今年にかけ、「還付金詐欺」の手口によ

る電話・被害が非常に多く発生しています。 

また、「自動音声ガイダンス」を利用した新たな詐

欺など手口が巧妙化しています。そのような電話を受

けたら市役所・柏警察署に電話をして下さい。 

被害にあわないよう充分ご注意願います。 

柏市役所防災安全課 7167-1115 

柏警察署 7148-0110 
【柏市防災安全課】 

不審な電話はまず 

誰かに相談しましょう 

家族や知合いの挙動に 

注意しましょう 
当協議会ホームページ(ふる

さと富勢で検索)に、地域の被

害例・未遂例を掲載しています。(8 月上旬) 

被害にあわないように参考にして下さい。 【総務部】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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】 

8⃣月 3 日(水) 12:00～15:00 
★13:00～ ウクレレとフラダンス 
9 月 7 日(水) 12:00～15:00 
★13:00～ ギター演奏 
 珈琲(ホット・アイス)・紅茶・ 

昆布茶 100 円 
移動交番 

【柏警察署】 
8 月はお休み 

布施近隣センター 
はらぺこさん 

【福祉事業部】 
8 月 19 日(金) 17:00～ 
布施近隣センター料理実習室 

柏おどり練習 
【体育部】 

8 月はお休み 
布施近隣センター和室 

はちの子 
おしゃべり広場 

かるがも 
おしゃべり広場 

ふ せ  
おしゃべり広場 

【福祉事業部】 
母と子のつどい 

かるがも 
【柏市保健所 
地域健康づくり課】 

8 月はお休み 
富勢西小学校 

8 月はお休み 
わらび（北柏駅前保育園） 

8 月はお休み 
富勢東小学校 

 
8 月 2 日(火) 9 月 6 日(火) 

10：00～11：30 
根戸近隣センター 

 

富勢の行事 

 

 
   平成 28 年 8 月（第 243 号） 

毎月１日 各戸配布 8,000 部発行 1980 年創刊 
編集発行 柏市富勢地域ふるさと協議会総務部 
問合せ TEL 7132-3100 

柏市布施 1196-5(柏市布施近隣センター内) 
http://www7a.biglobe.ne.jp/~furusatotomise/ 
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民生委員児童委員の活動 

今月は、富勢地区民児協生活福祉部長に、報告をし

て頂きました。       
私たちは、日々の活動の一環として、年 2 回の研修

があります。私自身、以前の研修で覚えた心臓マッサ

ージのお陰で妻が九死に一生の体験をしました。今回

7 月 8 日の研修は、次の 3 か所を訪問しました。 
千葉県児童相談所 すべての児童が心身共に健やかに

育てられるという趣旨のもと、あらゆる相談に応じる。 
養護老人ホーム 心身の健康保持及び生活安定の為

に必要な措置をされた老人福祉ホーム。 
特別養護老人ホーム

児童相談所では、児童虐待の現場の深刻さが伝わり

異状に気付く周囲の見守りの大切さを痛感しました。 

 要介護 3 以上の高齢者介護老

人ホーム。 

養護老人ホーム、特別養護老人ホームにおいては、ア

ットホーム

な雰囲気と、

スタッフの

チームワー

クの良さが

伝わってき

ました。明日

はわが身の

施設入所で

すが、大変有意義な研修になりました。 
∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 

民生委員による声かけ訪問に際しましては、皆様の

ご理解とご協力ありがとうございました。 
民生委員一同 

【福祉事業部】 

「はらぺこさん」にご支援を 
5 月から始めた、子供の居場所づくり。7 月 15 日夕方

にも布施近隣センター料理実習室は、30 名ほどの子ども

達でにぎわいました。幼児から高校生まで、親御さんも

集まっています。好きな具材を入れて自分で握ったおに

ぎりは、少々形は悪くても、みんな嬉しそうにほおばっ

ています。地域の人や友達と色々な話しをしながら、楽

しい時を過しています。 
これからも、地域の皆さんと共に子ども達を見守って

いけたらと思います。毎月第 3 金曜日に子どもと一緒に

おにぎりを握ったり、話しをしたり、調理できる方（3
時から）、お米、豚汁用の野菜の提供（布施近隣センタ

ー窓口、野菜は、前日か当日に）頂ける方は、連絡をお

願いします。これまでにお米や珍しい色のミニトマトを、

提供してくだっさた方々に、感謝申し上げます。 
    連絡先 受川 ０８０－３０９４－xxxx 
        布施 ０９０－７４０２－yyyy 

   【福祉事業部】 
 
 

料理の苦手なお父さん！ 
初歩から始めてみませんか？ 

シニア料理教室のお知らせ 
日時：10 月 13 日（木） 
場所：布施近隣センター 料理実習室 
内容：ごはん、味噌汁、魚料理とサラダを基礎から

学びます。 

申し込みの詳細は 9 月号にてお知らせいたします。 
どうぞお楽しみに。  【柏市健康づくり推進委員】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

図書館だより 布施分館 ７１３２－３１９３ 

根戸分館 ７１３１－６０５３ 

柏市推奨本 読んでみませんか 
詳細は布施、根戸分館にお問合せ下さい。 

 高学年 
・ゆうかんな猫ミランダ ・ふたりのロッテ 
・ことばあそびうた ・ノンちゃん雲に乗る 
中学年 

・なんでもただ会社 ・こぶたのピクルス 
・かき氷 天然氷をつくる ・しょうとのおにたいじ 
 低学年 
・おおきなきがほしい ・おさかないちば 
・かさどろぼう  ・なにかいる！どこにいる？ 

遊戯室だより  電話 ７１３５－３９６０ 

★おばけやしき 
8 月 7 日(日)  10:00～11:00 
 受付は 10：45 までに 

対象：幼児～18 歳（未就学児は保護者同伴）50 人 
内容 おばけやしきを体験し夏の思い出を作ろう！ 

☆なかよし広場 
8 月 16 日(火)  10:00～11:45 

対象：0～3 歳児と保護者 (直接どうぞ) 
内容は０才の時間と同じ 

☆0 才のじかん 
8 月 10 日(水)・24 日(水)  10:00～11:45 
対象：0 歳児と保護者 (直接どうぞ) 
内容 親と子の交流や情報交換の場です。手あそび、

体操などもあります。 
★押し葉クラフト(工作) 

8 月 20 日(土)  9:30～11:30 
 対象：小学生以上(3 年生以下は保護者同伴)   

内容：ボランティアさんのご指導で工作を行います。 

 

おはなし会だより 
・布施近隣センター (布施分館)  

8 月はお休み   遊戯室 
・根戸近隣センター(根戸分館) 

9 月 2 日(金) (8 月はお休み) 10:30～ 和室 
8 月 20 日(土)  10:30～ 会議室Ｂ 

当日会場にお越しください。 

 ☆印→予約無し 
★印→予約有り  詳細と申込方法は「広報かしわ」

7/15 号で確認をしてください。 
休室日は布施近隣センター休日に同じ 
 

民生委員の皆さん 


