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ふるさと富勢

市立柏病院の庭を花で 癒しの場に…
市立柏病院の建替え問題に関しては、本年 8 月に審議
会から、現在地での早期建替えを基調とする「答申」
が出されました。その後、同病院ではそこに示された 2
条件の実現に向けて、職員を始め関係者全体が一丸と
なって頑張っているところです。
今回、医療公社からの呼びかけもあって、私たち富勢
ふるさと協議会として、病院外回りの美化運動に協力
をしていくこととしました。幸い日頃からこうした活
動に積極的に取り組んできたグループからの申し出も
あり病院敷地内の一定区画に、季節の草花を植え育て、
除草などをしていき、入院患者や利用者の心を少しで
も癒していければと考えました。
市立柏病院のような二次救急病院の在り方の基本は、
病院そのものがその地に根ざしていくことです。病院
と地域住民が、相互に支え合う関係が構築されること
によって、周辺の地域の人々にとっても、この病院を
安心して利用できることになります。その意味で、今
回の新たな取り組みは、将来に向けて意義あるものと
思っています。
この美化運動を当協議会の事業の一環と位置付け、そ
の活動の範囲は病院にとどまらず、いずれ地域内公共
施設にもその輪を広げたいと考えています。詳細は今
後検討していきますが、この事業に協力頂ける方は、
是非とも下記へご連絡下さい。
協力申し込み先 当協議会総務部
電話 7132-3100 FAX7132-3107
布施近隣センター内
【総務部】

特別企画「はらぺこさん・カレーパーティー」
大人も子供も、おじいちゃんもそしておばあちゃ
んも…みんなでカレーを食べて盛り上がろう！！
日時：12 月 23 日(土) 12:00～14:00
場所：布施近隣センター料理実習室
毎月第 3 金曜日に「はらぺこさん」を開催しています
が、今回、特別に企画しました。どなたでも参加でき
ます。当日会場にお越しください。
【福祉事業部】

今年もイルミネーション
あけぼの山農業公園

風車前広場

検索👆

(スマホにも対応)

富勢の行事
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】

12 月 6 日(水) 12:00～15:00
★13:00～ギター演奏
1 月 10 日(水) 12:00～15:00
✭13:00～吟詠と落語
コーヒー・紅茶・昆布茶
各 100 円

移動交番
12 月 14 日(木) 10:00～11:30
【柏警察署】
布施近隣センター
はらぺこさん
12 月 15 日(金) 17:00～
【福祉事業部】 12 月 23 日(金) 12:00～14:00
左記参照
布施近隣センター料理実習室
柏おどり練習
12 月 16 日(土) 19:00～
【体育部】
布施近隣センター和室

富勢地区ふれあいサロン(子育てサロンと交互掲載)
もみのき
12 月 13・27 日(水)
市営北柏 D 棟集会所
1 月 10・24 日(水)
12：00～15：00
サロン さんげつ
12 月 18 日(月)
北柏町会 ふるさと会館
1 月 15 日(月)
13：00～15：00
ぼっくい
布施新町
12 月 18 日(月)
三富医院 3 階会議室
1 月 15 日(月)
10：00～12：00
三木の会
12 月 21 日(木)
ウィンザーハイム北柏
1 月 18 日(木）
集会室
10：00～12：00
一休
12 月 4・18 日(月)
前原町会会館 1 月 15 日(月)
12：30～15：30
森のサロン・きらら
12 月 5・19 日(火)
歩論館 （北柏 2 丁目） 1 月 16 日(火)
12：00～15：00
ワンデー カフェ
12 月 14 日(木）
コープ野村集会所
1 月 11・25 日(木)
10：00～12：00
布施新町ものがたり広場
12 月 5・8・19・22 日
ものがたり訪問看護
1 月 12・16・26 日
ステーションかしわ
10:00～15:00

期間
11 月 22 日(水)～12 月 25 日(月)
点灯時間 17:00～21:00
駐車場もあります。17 万球の手作りのオリジナルイル
ミネーションをお楽しみください。 【総務部取材】
一世帯につき一枚お取りください

両面ご覧下さい

民生委員児童委員バス研修
研修事業で、11 月 13 日、栃木県足利市にある、指定
障害者支援施設「こころみ学園」へのバス研修を行い
ました。
こころみ学園は、知的障害者の農業分野への本格進出
に成功した施設です。中学校の特殊学級の生徒たちが
山林を開墾しブドウ畑を作ってから、すでに 50 年を超
える歴史があります。園生の保護者が出資したワイナ
リーを併設し、施設に面した３㏊のブドウ園を中心に
とれたブドウから評価の高いワイン（沖縄サミット、
洞爺湖サミット、ＡＮＡファーストクラスで採用）を
生産しています。
現在入所者、通所者 130 名、職員 80 名強とが共に生
活しています。園生の平均年齢は 56 歳だそうです。こ
の施設の方針は、「自分のできることを自分で見つけ
ること」。入所者は先ずシイタケ栽培の原木運びから
始め、山仕事を通じて集中力、人の話を聞く力、仕事
の基本を身に着けます。その後、適性に合った仕事に
つき長く作業を行ううちに、その道のプロになってい
くのだそうです。話を聞きながら、園生がいきいきと
働いている姿を想像しました。
ブドウ畑を仰ぎ見ながら、併設のワイナリーでワイン
の試飲、昼食をいただき、足利の秋空を満喫。親睦も
深めて無事帰着しました。
【富勢地区民生委員・児童委員】

晴天下 利根川クリーン作戦実施
11.12(日) 191 名の参加により、利根川沿いのゴミ拾
いを実施。40 袋の他、じゅうたん・消火器・漬物石な
ど多数集められました。
【環境部】

自主防災訓練 みなさん真剣でした
11.19(日) 340 名の参加者が、町会・自治会ごとに分
かれ、9 つの訓練を順番に体験しました。放水訓練は
なかなか体験できないもので、その水圧に皆さん真剣
でした。最後に炊き出し訓練で作ったおにぎりを配っ
て解散になりました。【防災防犯部・自主防災防犯会】

第３回

健康講座 開催される

11.23(木)布施近隣センターにて、柏市医師会原瀬先生
を講師に「転ばぬ先の杖(足腰を鍛えて脳を元気に)」の
お話しがありました。参加者 76 名、皆さん、日ごろの
運動を習慣づけて、健康に過ごしましょう
【総務部・地域づくり推進委員】

図書館だより

布施分館 ７１３２－３１９３
根戸分館 ７１３１－６０５３

布施分館では、この 3 カ月で月平均、一般書で約
70 冊、児童書で約 25 冊の新刊又は寄贈書が入って
きていますが、紙面では紹介しきれません。
ぜひ足を運んで見て下さい。入り口左手の書棚に 2
～3 カ月ほど置いています。また入口正面の柱に背
表紙をコピーしたものを貼りだしています。

遊戯室だより

電話

７１３５－３９６０

☆0 才のじかん
12 月 13 日(水)・27 日(水) 10:00～11:45
対象：0 歳児と保護者 (直接どうぞ)
内容：親子の交流、情報交換などを楽しみます。
☆なかよし広場
12 月 19 日(火) 10:00～11:45
対象：0～3 歳児と保護者 (直接どうぞ)
内容：親子の交流、子ども同士遊びを通じてふ
れ合います。
✭クリスマス会
12 月 14 日(木) 10:30～11:30
対象：乳幼児と保護者 先着 15 組
簡単な工作、絵本、ブラック
シアターなどを楽しみます。
☆なかよし広場 スペシャルディー
(みんなで おにたいじ)
1 月 16 日(火) 10:00～11:45
対象：乳幼児と保護者 先着 15 組
内容：親子で交流したり、簡単な工作をします。
☆印→予約なし
✭印→予約有り 広報「かしわ」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)
12 月 16 日(土) 15:00～遊戯室
・根戸近隣センター(根戸分館)
12 月 1 日(金) 1 月 12 日(金) 10:30～和室
12 月 16 日(土) 10:30～ 会議室Ｂ
当日会場にお越し下さい
一世帯につき一枚お取りください

両面ご覧下さい

