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富勢の昔の春を探しに！ 
富勢ふるさとウォーク 

例年になく寒さが厳しく春が

待ち遠しいところですが、今年

は「富勢地域ウォーキングマッ

プ」(右記参照)を参考に春を求める散策コースにしまし

た。お誘い合わせの上、多数の皆様のご参加をお待ち

しております。 
・開催日  3 月 24 日（土）小雨決行 
・集合場所 高野台公園（高野台児童遊園） 
・集合時間 受付：午前 9：30 出発：午前 10：00 
・コース 高野台公園→前原埋立地跡公園→布施城址

石碑→七里ヶ渡跡→小林一茶文碑→布施近

隣センター  
・特 典 完歩賞、美味しいお汁粉がまっています！ 
・問い合せ 7131－1820 又は 090－7813－4189 

体育部長 坂巻 勝 
【主催：体育部 協力：健康づくり推進員】 

当協議会委員・スタッフ大募集 

当協議会では、次の委員・スタッフを募集していま

す。初めて地域活動デビューされる方、得意分野を発揮

できる方などの参加をお待ちしております。 
詳細・問合わせ 下記記載の他は 
☎7132-3100(布施近隣センター)  協議会総務部へ 

★ふるさと協議会委員 下記 6 部門のどれかです 
・総務部→協議会全般の総括をします。 
・福祉事業部→住民福祉の向上に向けての活動 
・防災防犯部→富勢自主防災訓練・救命講習会 他 
・文化部→文化祭・富勢地域夏祭り 他 
・体育部→グランドゴルフ・富勢ウオーク 他 
・環境部→ゴミゼロ運動・利根川クリーン作戦 他 

★サロン ド とみせ スタッフ 
原則毎月第1水曜日12:00～15:00 布施近隣センターで

サロンを開催しています。 
★みのり会    連絡先：塚本 ☎7132－8851 

毎月１回 第２火曜日 9:00～ 布施近隣センターで

手作りのお弁当を調理するボランティアです。 
★子どもの居場所 「はらぺこさん」 
毎月第 3 金曜日 17:00～ 布施近隣センターで子ど

も達とお話しをしたり、おにぎりを握ってくれる方、帰

りの送りをしてくれる方です。 
連絡先：受川 ☎080－3094－7731 

布施 ☎090－7402－7873   【総務部】 
 

 

富勢地域ウォーキングマップを配布！ 

当協議会では，地域のウォーキングマップ（Ａ３

版両面カラー刷り）を作成しました。地域の文化財

満載で富勢の魅力を紹介しています。ふるさと富勢

３月号に合わせてお届けします。これから暖かさを

増す春には，お近くをウォーキングして，健康づく

りにもお役立てください。      【総務部】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   平成 30 年 3 月（第 262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/ 
裏面のＱＲコード又は「ふるさと富勢」で検索できます 

子育てサロン 
はちのこ 

おしゃべり広場 
【福祉事業部】 

3 月 13 日(火)10：00～11：30 
4 月 お休み 
富勢西小学校 

かるがも 
おしゃべり広場 
【福祉事業部】 

3 月 15 日(木)10：00～11：30 
4 月 19 日(木)10：00～11：30 
わらび（北柏駅前保育園） 

ふせ 
おしゃべり広場 
【福祉事業部】 

3 月 お休み 
4 月 20 日(金)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 
地域健康づくり課】 

3 月 6 日(火)10：00～11：30 
4 月 10 日(火)10：00～11：30 
根戸近隣センター 

 

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】 

3 月 7 日(水)12:00～15:00 
★13:00～三味線弾き語り 
4月 4日(水) 12:00～15:00  

★イベント企画中 
珈琲・紅茶・昆布茶 100 円 

移動交番 
【柏警察署】 

3 月 8 日(木) 10:00～11:30 
布施近隣センター 

はらぺこさん 
【福祉事業部】 

3 月 16 日(金)17:00～19:00 
布施近隣センター料理実習室 

柏おどり練習 
【体育部】 

3 月 17 日(土)19:00～ 
布施近隣センター和室 

富勢ふるさとウォーク 
【体育部】 

3 月 24 日(土)   
左記参照 

 
 
 
 

富勢の行事 
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地区懇談会開催：在宅医療の課題を討議 

 2 月 17 日、富勢地区懇談会で「在宅医療」の課題を

討議しました。最初に、富勢地区でも在宅医療に取り

組んでいる、豊四季団地内「くわのクリニック」桑野

院長に「在宅医療とは何か」というテーマで講演して

いただき、質疑応答を経た後に、討議に入りました。 
在宅医療というテーマは、なにか遠い話のように思わ

れがちですが、いつ、私たちに降りかかってくるかわ

からず、一旦現実となると、どのように対処したら良

いか戸惑ってしまう極めて深刻な問題です。今回は、

そのとっかかりとし、基本的な問題を取上げてもらい

ましたが、機会を見て、さらに掘り下げた討議へと深

めていきたいと思っております。【福祉事業部】 

市立柏病院野坂院長と初めての話し合い 

 市立柏病院現地建替え対策委員会が発足して、初め

て市立病院の野坂院長と地域住民代表の話し合いが実

現しました。2 月 15 日(木)午後２時、市立病院にて、

病院側は、野坂院長、吉田事務部長、および柏市医療

公社佐藤理事、小倉課長、阿部副参事の５名で、住民

側は富勢から７名、松ヶ崎、松葉町、東花野井から各

１名が参加しました。 
「この病院移転問題が始まり、５年目となり早期現

地建て替え実現で、安心して暮らせる環境にして欲し

い」「市立病院までの交通インフラの整備を実現して欲

しい」等を要望しましたが、市側からは明確な回答は

ありませんでした。 
野坂院長からは、審議会の答申書で示された２条件

に関して、①ベッド稼働率は 29 年度は約 76％の状態を

30 年度には 80％にするために、今まで以上の改善や努

力が必要。②小児科の医師の招へいは積極的に動いて

おり、良い感触を得ているとの説明でした。 
最後に、柏市立柏病院広報紙「かし和」が、病院内、

近隣センターにあり、是非見てほしいとの事でした。 
「かし和」30 年１月号（年４回発行）の野坂院長挨拶

では、『柏市の審議会では、現地での病院建替えの方向

性も示されましたが、竣工するには５年以上先と考え

られます。それまでは黒字経営を維持しながら現在の

施設を工夫して使ってまいります。不備な点や改善方

法など、様々なご意見を「みなさまの声」の投書箱に

お寄せ下さい。』（原文のまま） 
今後、市立病院現地早期建替えを目指し活動します。

ご協力よろしくお願い致します。【総務部取材】 

『ふるさと富勢』が皆さんの身近に!! 
従来の文字入力検索の他に、スマホで右記の

QR コードからも検索できます。ご利用下さ

い！【総務部】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図書館だより  布施分館 ７１３２－３１９３ 
根戸分館 ７１３１－６０５３ 

予約の多い本の紹介 

・蜜蜂と遠雷 恩田 陸 

・マスカレード・ナイト 東野 圭吾 

・九十歳。何がめでたい 佐藤 愛子 

・おらおらでひとりでいぐも 若竹 千佐子 

・この世の春 上・下 宮部 みゆき 

遊戯室だより  電話 ７１３５－３９６０ 
☆0 才のじかん 

3 月 14 日(水)・28 日(水)  10:00～11:45 
対象：0 歳児と保護者 (直接どうぞ) 
内容：情報交換など楽しい時間を過ごします。 
※4月からは毎週水曜日 13:30～15:00になります  

☆なかよし広場 
3 月 20 日(火)  10:00～11:45 
対象：0～3 歳児と保護者 (直接どうぞ) 
内容：異年齢児と交流し情報交換を楽しみま

す。※4 月からは第 2,4 火曜日になります  
★ふせ☆フェスタ 
 3 月 2 6 日(月)  13:00～14:30 

対象：乳幼児～中学生 先着 50 人 
未就学者は保護者同伴 

内容：プラバン作り、おみせやさんごっこ、ゲ

ームコーナー、パフォーマンス鑑賞など

を楽しみます  
受付：3 月 2 日(金) 13:30～ 

★ふせ☆フェスタ 子ども実行委員募集 
「ふせフェスタ」企画・運営を行いフェスタを

盛り上げ楽しみます。 
・3 月 17 日(土) 9:30～11:30 
・3 月 25 日(日) 9:30～11:30 
・3 月 26 日(月) 12:00～15:30 
対象：小学 3 年生以上 先着 12 人 
受付：3 月 3 日(土) 13:30～ 

★ふせ☆フェスタ パフォーマンス参加者募集 
「ふせフェスタ」で歌やダンス・手品など得意

な 
事、好きな事を皆の前で発表してみませんか？ 
3 月 2 6 日(月)  13:00～14:30 
対象：小学生～18 歳 先着 5 組(個人又はグループ) 
受付：3 月 3 日(土) 13:30～ 
☆なかよし広場 (スペシャル) 
    みんなでつくろう！こいのぼり   

4 月 24 日(火)  10:00～11:45 
対象：乳幼児と保護者 15 組 (直接どうぞ) 
内容：みんなと交流しながら簡単な工作，うた

など季節の事業を楽しみます。  おはなし会だより  当日会場にお越し下さい 
・布施近隣センター (布施分館)  

3 月 17 日(土) 15:00～ 遊戯室 
・根戸近隣センター(根戸分館) 

3 月 2 日(金) 4 月 6 日(金) 10:30～ 和室 
3 月 17 日(土)  10:30～ 会議室Ｂ 

 

☆印→予約無し  ★印→予約有り  
詳細と申込方法は「広報かしわ」2/1、3/1 号で確認

をして下さい。休室日は布施近隣センター休日に同

じ 
 


