平成 28 年 10 月（第 245 号）

秋だ! 体育祭に文化祭

そして

利根川クリーン作戦！！
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町会自治会などの集まりにお呼び下さい

消費生活コーディネーター出前講座

富勢が誇る自然環境の一つ、利根川流域に、心もと
ない人達により、ゴミが投げ捨てられています。
今年も、町会・自治会や子供会の皆さまでゴミ拾い
を行い、気持ちの良い利根川流域の散策路を取り戻し
ましょう。
11 月 13 日(日) 8:50 ごろ 各地区をスタート
10:30 までに 指定集積場所へ持ち込む
巡回コース・集積場所などの詳細は、各町会・自治
会長へお知らせ済みです。
【環境部】

消費生活コーディネーターとは、ごく最近の消費者
トラブルの実例を紹介しながら、トラブルにあわない
ように、あった場合にはどう対処すればいいのかをお
知らせしていくものです。トラブルの中で、特に目立
つのが「電話 DE 詐欺」です。千葉県内では 28 年度 6
月末で 552 件、11 億 1,000 万円、柏市においては同じ
く 6 月末で、12 件、1,900 万円の被害状況となってい
ます。最近では還付金詐欺が多くなっています。
町内会やサークル
での集まりなどがあ
三世代ふれあい体育祭
(雨天中止)
りましたら、是非お
10 月 16 日(日)9:00～ 富勢小学校グランド
声をかけていただき
出場選手は各町会・自治会で集約済みですが、当日 15 分程度のお話を
の応援は大歓迎です。ぜひお越しください。
させて下さい。私た
【三世代ふれあい体育祭実行委員会】 ち消費生活コーディネーターは、トラブルを未然に防
ぐお手伝いが少しでもできたらいいなと思っています。
富勢地域文化祭
岩淵敬一(宿連寺)中村恵子(利根)斉藤秋子(高野台)
10 月 22 日から 11 月 6 日の間に、音楽発表会、文化 連絡は岩淵まで 070-6401-xxxx
展、囲碁将棋大会、陶芸体験、芸能大会と盛りだくさ
【富勢地区消費生活コーディネーター】
んのイベントを行います。
利根川クリーン作戦などは左上参照
日程の詳細および参加申し込みの詳細は 9 月号をご覧
10 月 5 日(水) 12:00～15:00
下さい。当日の観覧・見学は自由です。是非、日ごろ
★13:00～ 笑いヨガ
サロン ド とみせ
の成果や力作をご鑑賞下さい。
【文化部】
布施近隣センター
11 月 2 日(水) 12:00～15:00
ロビー ★13:00～ 企画中
介護サービスの利用の仕方について
【ふるさと協議会】 珈琲(ホット、アイス)・

富勢の行事

介護サービス講座の開催

紅茶・昆布茶 各 100 円

移動交番
介護サービスってどうしたら利用できるの？
【柏警察署】
何から始めればいいか？ どんなサービスがあるか？
どんな施設を選べばいいか？ いくら位かかるの？
はらぺこさん
サービスの賢い利用法などわかりやすくお伝えしま
【福祉事業部】
す。柏市にお住まいの方ならどなたでも参加できます。 柏おどり練習
電話で申し込んで下さい。参加費は無料です。
【体育部】
開催場所：介護老人保健施設はみんぐ(柏市立病院裏)
はちの子
開催日時：平成 28 年 11 月 5 日(土)10：00～11：30
おしゃべり広場
平成 28 年 12 月 3 日(土)10：00～11：30
かるがも
同じ内容を 2 回行います。どちらかをお選び下さい。
おしゃべり広場
申し込み 問合せ：℡ 04－7134－0660
ふ せ
おしゃべり広場
(定員になり次第〆切)
【福祉事業部】
【寄稿 柏市立介護老人保健施設 はみんぐ】
母と子のつどい
かるがも
【柏市保健所
地域健康づくり課】

一世帯につき一枚お取りください

10 月 13 日(木) 10:00～11:30
布施近隣センター
10 月 21 日(金) 17:00～
布施近隣センター料理実習室
10 月 15 日(土) 19:00～
布施近隣センター和室
10 月 11 日(火)10：00～11：30
富勢西小学校
10 月 20 日(木)10：00～11：30
わらび（北柏駅前保育園）
10 月 21 日(金)10：00～11：30
富勢東小学校
10 月 4 日(火) 11 月 1 日(火)

両面ご覧ください

10：00～11：30
根戸近隣センター

審議会を「審議」をする場に！
柏市健康福祉審議会市立病院事業検討専門分科会の
第 2 回会合が、去る 8/29(月）に、市庁舎 5 階の委員会
室で開催されました。議事の内容は、
「柏市第五次総合
計画にみる医療課題について」から始まって、
「救急搬
送・小児二次医療・在宅医療」といった項目にわたる
ものでしたが、会議時間の大半が行政事務局側から提
示された資料の説明に当てられ、実際の「審議」は、
若干の委員がその説明や資料に関して、意見や感想を
述べた程度のものでした。
第 1 回目(5/31）も、審議の進め方・顔合わせ程度で
終わりました。
第 3 回目(10/18）の予定議事も、多くの項目が示さ
れているところから、このままでは審議会が「審議の
場」ではなくなってしまう可能性があります。
対策委事務局として、9/6(火)に医療公社（審議会事
務局）に対し次回以降、会議の進め方を改めるよう強
く申し入れました。
改めて言うまでもなく、審議会は「審議の場」であっ
て、行政が準備する資料の「説明」だけの場ではない
はずです。こうしたことがあいまいなままに進んでい
けば、どこかの自治体における施設移転問題の「二の
舞い」にもなり兼ねません。今後の推移を、皆さんと
共に注目していきたいと思います。 【総務部取材】

青少協 2016 サマースクール

8 月 28・29 日の一泊二日で開催！
今年は防災がテーマ。
手賀の丘少年自然の家で「仲間・絆」をテーマにしたレ
クリェーションゲームをして、参加者はすぐに仲良くな
りました。夜は飯ごうでご飯を炊き、カレー作りの炊出
し体験をして宿泊しました。おしゃべりが楽しく「少し
しか眠らなかった」こともいい経験でした。
翌日は、貸切バスで、千葉県西部防災センターへ行き、
暴風・豪雨・震度体験などを学びました。
お昼は水代果樹園でバーベキュー。晴れ時々大雨のお
天気でしたが、屋根のあるキウイ棚の下は快適で、お
なかもいっぱいになりました。
そのあと避難所体験。各班がひとつの家族になり「お
しゃれに楽しく」などの工夫をして、立派なダンボー
ルの家ができました。「かべを立てるのが大変だった」
という感想がありました。
災害は起きて欲しくない事ですが、万が一の時に役に
立つ体験ができ、さらに「他の学校の友だちともたく
さん話すことができた」二日間でした。
【柏市富勢地区青少年健全育成推進協議会】

ふれあいサロン「チャレンジの会」
がスタートしました！「北柏町会ふるさと会館」
9 月 2 日（金）地域の高齢者の方が、健やかな日々を
過ごしていただけるようにとの思いで始まりました。
ボランティアグループ「なばな会」
の皆さんの指導のもと「笑って脳ト
レ・歌って体 操」をテーマに楽しい
2 時間を過ごしました。
今後も下記の要領で開催されます。
日時： 毎月第 1 金曜日 10：00～12：00
場所： 北柏町会ふるさと会館 【福祉事業部】

図書館だより

７１３２－３１９３
７１３１－６０５３

新着図書の紹介
布施分館 9 月現在
・陸王
池井戸 潤
集英社
・歌姫メイの秘密 伊藤 たかみ
講談社
・不屈の棋士
大川 慎太郎
講談社
・夜明けの雷鳴
吉村 昭
文藝春秋
・ブラックバイトに騙されるな！
大内 裕和
集英社クリエイティブ

遊戯室だより

電話

７１３５－３９６０

☆0 才のじかん
10 月 12 日(水)・26 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。
ふれあい遊びや体操もあります。
☆なかよし広場
10 月 18 日(火)
10:00～11:45
対象：0～3 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、体操もあります。
★ハロウィーンごっこ
10 月 31 日(月)
10:30～11:30
対象：乳幼児と保護者 先着 15 組
内容：簡単なハロウィーンの工作や歌などを
楽しみます。
申込：10 月 2 日(日) 13:30～ 電話で
★マジックショー
11 月 26 日(土) 10：00～11：30
対象：幼児～18 歳(未就学児は保護者同伴)
先着 50 名
内容：２人のマジシャンによるワクワクドキド
キのショーです。マジックの体験もあります。
申込：11 月 2 日(水)13：30～電話で

遊戯室の 11 月の日程はスマホ(ふるさと富
勢で検索)で見ることができます。

おはなし会だより
・布施近隣センター (布施分館)
10 月 15 日(土) 15:00～ 遊戯室
・根戸近隣センター(根戸分館)
10 月 7 日(金) 11 月 4 日(金) 10:30～
10 月 15 日(土) 10:30～ 会議室Ｂ
当日会場にお越しください。

布施分館
根戸分館

和室

一世帯につき一枚お取りください

☆印→予約無し
★印→予約有り 詳細と申込方法は「広報かしわ」
10/1・11/1 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

両面ご覧ください

