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お気軽に お立寄り下さい 

 富勢ちいき♡いきいきセンターは地域の皆様のご協

力のもと、おかげさまで開設から 1 年半が経過いたし

ました。 

昨年はふるさと協議会発行の「富勢安心ナビ」に

も、当センターを掲載して頂きました。安心ナビをき

っかけに、いきいきセンターをお知りになった方も多

かったのではないでしょうか。いきいきセンターで

は、福祉の相談窓口の他、介護予防や福祉に関する講

座の開催、サロンやたすけあい活動の立ち上げのお手

伝いなど、地域づくりにも取り組んでおります。 

今年も町会やサロンなど、地域の皆様とお会いでき

る場に積極的に出向き、皆様と共に富勢地域を盛り上

げていきたいと思っております。 

本年もどうぞよろしくお願いいたします。 

開設日：毎週 火・水・金 10 時～16 時 

電 話：04-7128-9871 

場 所：布施近隣センター2 階ロビー内 

【富勢ちいき♡いきいきセンター】 

救命講習会 

毎年恒例の講習会(普通救命講習 1)を開催します。心

肺蘇生法や AED の体験は、何度も行うことでイザとい

う時に役に立ちます。1月 11日(金)まで受け付けます。

参加は、町会・自治会を通してお申込み下さい。 

日時：1 月 27 日(日) 9:00～12:00 

場所：布施近隣センター 和室 

【富勢地区自主防災防犯会】 

はみんぐ 「介護予防体操と福祉用具の紹介」 

介護老人保健施設はみんぐ会議室で、月１回「介護教

室」を行っていますが、初めて、会場を変えて実施する

ことになりました。どなたでも参加できます。 

2 月 16 日(土) 10:00～12:00 

布施近隣センター 会議室 

定員 50 名、事前申込み・先着順に受けつけます。  

7134-0660 (はみんぐ 受付平日 10:00～17:00) 

【寄稿 柏市介護老人保健施設 はみんぐ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

あわんとり 1 月 20 日(日) 雨天 27 日(日) 

15:00 点火予定 布施弁天裏 トマトハウス裏 

【消防団第一方面隊 第 6・7・8 分団】 

布施弁天の豆まき 2 月 3 日(日) 

13:30～と 15:30～の 2 回 布施弁天境内 

【布施弁天】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 31 年 1 月（第 272 号） 

明けましておめでとうございます 

平成最後のお正月を迎えました。思えば平成の 30 年の間もいろいろなできごとが、走

馬灯のように思い巡ります。5 月に迎える新しい年に希望を馳せつつ、今後とも私たちは、

地域の皆様のお役にたてるような活動を続けてまいります。 

本年もよろしくお願い致します。   富勢地域ふるさと協議会会長 後藤 敏 

 

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】 

1 月 9 日(水) 12:00～15:00 

★13:00～吟詠と落語  

2 月 6 日(水)  12:00～15:00 

★13:00～オカリナ演奏 

珈琲・紅茶・昆布茶 各 100 円 

移動交番 

【柏警察署】 

1 月 10 日(木) 10:00～11:30 

布施近隣センター 

柏おどり練習 

【体育部】 

1 月 19 日(土) 19:00～ 

布施近隣センター和室 

はらぺこさん 

【福祉事業部】 

1 月 18 日(金)17:00～19:00 

布施近隣センター料理実習室 

救命講習会 

【地区自主防災防犯会】 

1 月 27 日(日)9:00～12:00 

左記参照 

富勢地区ふれあいサロン 

森のサロン・きらら 

歩論館 （北柏 2丁目） 

1/15 2/5・19 3/5・19 

12：00～15：00 

ものがたり広場 

ものがたり訪問看護 

ステーション柏 

(布施新町) 

1/11 ・15 ・25・29 

2/5 ・8 ・19 ・22 

3/5・8・19・22 

10:00～15:00 

ひだまりサロン寺山 

寺山ふるさと会館 

1/17 2/21 3/21 

13：00～15：00 

利根なごみの会 

利根ふるさと会館 

1/20 2/17 3/17 

13：00～15：00 

脳トレ・チャレンジの会 

北柏町会ふるさと会館 

1/4  2/1  3/1 

10：00～12：00 

脳トレ・かわせみの会 

根戸近隣センター 

1/24  2/28  3/28 

10：00～12：00 

 



  ―両面ご覧下さい― 

5 年の歳月が過ぎました 
市立柏病院建替え問題 

市立柏病院の建替え問題が起こって、既に 5 年の歳

月が過ぎました。その間、病院周辺地域住民の皆さんだ

けでなく、本当に多くの市民からのご支援・ご協力を得

て、予期した以上の長期にわたってこの運動は続いて

きました。当初市長が意図した「移転建替え」がそのま

ま進んでいたら、現在地周辺の柏市のみならず、我孫子

市西部地区を含めた広範域の医療体制に、大きなダメ

ージをもたらしていたに相違ありません。 

 喫緊の課題は、何処へいったのですか？ 

病棟の老朽化による建替えは、市長自身が議会やその

他様々な場で、事あるごとに繰り返し言及されてきた

「喫緊の課題」でもあったはずです。その喫緊の課題が、

「移転」の芽がなくなると同時に何処かへ消えてしま

ったのです。 

 中核市・柏市の代表者たる市長が、自身の「発言」に

責任を感じることなく、最も病院を必要としている私

たちが納得できる「説明」もないままに、仮に審議会か

ら示された「2 条件」が達成されたとしても、建替える

か否かは改めて考えるとのこと。こんな理不尽があっ

て良いのでしょうか！       【総務部取材】 

富勢地区自主防災訓練 

柏警察署移動交番も一役！ 

11 月 25 日(日)柏市消防

訓練センターにおいて、町

会・自治会と富勢中学校 55

名の生徒、総勢 450 名参加

で行われました。それぞれ

班ごとに予定された訓練を

受けました。本年の移動交番では地震の罹災状況のビ

デオのほか、「電話 de 詐欺撲滅」を啓蒙していました。 

【防災防犯部】 

第 4 回 健康講座 

市立柏病院 薬剤科課長さんのお話し 

11 月 24 日(土) 布施近隣センターにおいて、約 50 名

の出席者にお薬のお話しをしていただきました。 

これは、市立柏病院(医療公社)の地域講座とタイアッ

プして行われました。 

石井直子先生に「『病院でもらうお薬』と『薬店で買う

お薬』との付き合い方」など、身近なお話しをしてい 

ただきました。  【総務部・地域づくり推進委員】 

 

 

 

 

 

 

 

 

★ 「おやつを作ろう！チョコブラウニー」 

毎年大人気のお菓子作り！男の子の参加も大歓迎！ 

・日時：2 月 9 日（土） 9:45～12:00 

・場所：布施近隣センター料理実習室 

・対象：小学生以上 

・内容：バレンタインスイーツをみんなで作っ

て食べます。 

・申込：布施遊戯室へ電話で 04-7135-3960 

1 月 17 日（木）13:30～ 先着 15 人 

・参加費：150 円         【遊戯室】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆本年もよろしくお願いします☆ 

図書館だより  布施分館 ７１３２－３１９３ 

根戸分館 ７１３１－６０５３ 

休館日のお知らせ 

年末年始 布施分館・根戸分館 
12 月 28 日(金)～1 月 4 日(金) 

臨時休館(蔵書点検による) 
布施分館 1 月 28 日(月)～2 月 4 日(月) 
根戸分館 2 月 18 日(月)～2 月 25 日(月) 

 

遊戯室だより  電話 ７１３５－３９６０ 

☆0 才のじかん 

1 月 16 日(水)・23 日(水) ・30 日(水)   

13:30～15:00 (1 月 2 日、9 日はお休みです) 

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  

1 月 8 日(火) ・22 日(火)  10:00～11:45 

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。 

1 月 22 日はなかよし広場スペシャル 

「みんなでおにたいじ」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)  

1 月 19 日(土) 15:00～ 遊戯室 

・根戸近隣センター(根戸分館) 

1 月 11 日(金) 2 月 1 日(金) 10:30～ 和室 

1 月 19 日(土)  10:30～ 会議室 A 

当日会場にお越し下さい 

☆印→予約なし 

✭印→予約有り 

広報「かしわ」1/15 号で確認を 

休室日は布施近隣センター休日に同じ 

 


