平成 31 年 3 月（第 274 号）

富勢の昔の春を探しに！
富勢ふるさとウォーク
平成最後の富勢の春を探しに
ゆっくり散策するぞ。今年は厳
しい寒さが続き、雪も降り大変な冬ですが春はもうそ
こまで来ていますよ。富勢地域で唯一の歩道橋、県道７
号関宿線（布施入口）の上からめったに見ない富勢地域
を眺めて観てはいかがでしょうか。
多くの皆様の参加をお待ちしております。
・開催日
3 月 23 日（土）（雨天は中止）
・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→県道７号歩道橋→富勢運動
場→一ツ木園（富士山が見えるかな）→布
施新町→野口長屋門→布施弁天→あけぼ
の山公園→布施近隣センター
・特 典
完歩賞、美味しいお汁粉が待っています！
・問合せ
体育部長 坂巻 勝
7131－1820 又は 090－7813－4189
【主催：体育部 協力：健康づくり推進員】

★ ふせ☆フェスタ
布施遊戯室 7135-3960
3 月 28 日（木）13:00～14:30
場所：布施近隣センター会議室
対象：乳幼児～中学生（未就学児は保護者同伴）
内容：楽しい春のおまつりです。プラバン作り，海外の
ボードゲームなど。子どもたちのパフォーマンスも必
見です。
申込：3 月 2 日（土）13:30 より電話で。先着 50 人。
ふせ☆フェスタをみなさんで盛り上げ
参加してみませんか！

★ふせ☆フェスタ
子ども実行委員募集

サロン ド とみせ
3 月 6 日(水) 12:00～15:00
布施近隣センター ★13:00～マンドリン・ギター
ロビー
＆マジック
【ふるさと協議会】 4 月 3 日(水) 12:00～15:00
★13:00～ マジック
珈琲・紅茶・昆布茶 各 100 円
移動交番
3 月 14 日(木) 10:00～11:30
【柏警察署】
布施近隣センター
柏おどり練習
3 月 16 日(土) 19:00～
【体育部】
布施近隣センター和室
はらぺこさん
3 月 15 日(金)17:00～19:00
【福祉事業部】 布施近隣センター料理実習室
富勢ふるさとウォーク 3 月 23 日(土)
【体育部】
左記参照

富勢地区ふれあいサロン
お知らせ：ひだまりサロン寺山
3/21 春分の日のため 3/28 に変更しました
ぼっくい
布施新町 3/18 4/15 5/20
10：00～12：00
三富医院 3 階会議室
もみのき
3/13・27 4/10・24 5/8・22
市営 D 棟集会所
12：00～15：00
3/18 4/15 5/20
サロン さんげつ
13：00～15：00
北柏町会 ふるさと会館
三木の会
ウィンザー 3/21 4/18 5/16
10：00～12：00
ハイム北柏集会所
さろん 一休
3/4・11・18・25 4/1・8・15・
前原会館 22 5/13・20・27
12：00～15：00
ワンデー カフェ
3/14・28 4/11・25
コープ野村集会所 5/9・23 10：00～12：00

★ふせ☆フェスタ
パフォーマンス参加者募集

3 月 28 日（木）13:00～14:30
①3 月 16 日（土）9:30～11:30
場所：布施近隣センター会議室
②3 月 27 日（水）9:30～11:30
対象：小学生～１８歳までの個人
H30.3.26
③3 月 28 日（木）12:00～15:30
又はグループ
子ども実行委員による
場所：布施遊戯室，又は会議室
内容：
「ふせ☆フェスタ」で自分の得意なこと、好
段ボールマジック
対象：小学２年生以上
きなことを発表します。歌やダンス、手品など好
内容：「ふせ☆フェスタ」に向けて事前準備，当日の運
きなことを披露してみませんか。
営をします。仲間と協力してコーナー遊びを考
申込：3 月 3 日（日）13:30 より電話で。先着 5 組。
えたり，フェスタを盛り上げて楽しみましょう。
【布施遊戯室】
申込：3 月 3 日（日）13:30 より電話で。先着 12 人。
―両面ご覧下さい―

組織の総力を挙げて 取り組みましょう
市立柏病院現地建替え対策委・全体会開催される
2 月 7 日(水)布施近隣センターで、市立柏病院現地建
替え対策委員会の全体会が開催されました。
出席者全員が大きな怒りと疑問を持っていることが
明らかになりました。それは、市長がかつてから「病舎
老朽化による建替えは喫緊の課題」と言ってきたのに、
移転の可能性が無くなると共に明らかにトーンダウン
したことに対してでした。
今後の運動として
① 本年 3～4 月にかけての県議選、8 月初旬の市議
選それぞれの立候補者宛への公開質問状の送付
② 市長への要望書の提出
③ 5 月連休明けごろには地域住民・市民全体に対し
てのビラによる訴え（駅頭配布、地域ポスティング）
④ 新たな幟旗の掲示 など早期建替え実現を目指
し、組織を挙げて取組みをしていくことにしました。
また、病院・医療公社とは、引き続き相互の信頼関
係を維持・強化しつつ、市立柏病院が建替えにより、
地域住民のみならず、柏市、更には我孫子市、野田市
など柏市近隣の住民にとっても、より一層役立つ医療
機関になるよう、地域として側面から支援していくこ
とが確認されました。
そして、こうした私たちの運動を、時期を見はから
いながら記者会見などメディアを通じて柏市民へ訴
えていくことも了解されました。引き続きのご理解・
ご支援を切にお願い致します。
【総務部取材】

はらぺこさんに
高校生ボランティアが！！
地域に住む子ども達に大勢で食事する楽しさを味わ
ってもらうため、毎月第 3 金曜日に行っている「はら
ぺこさん」も 4 年目を迎えます。
前月 1 月 18 日(金)には、思いがけなく、専修大学松
戸高等学校の女子生徒 4 名が、ボランティアで参加し
てくれました。
当日はインフルエンザの影響もあり、子ども達の参
加が少なくて、近隣センターの隣にある西口保育園の
園児に声をかけました。子ども達は、おにぎりととん
汁の定番メニューの他に“人参しりしり”や大根サラ
ダ、即席漬けをにぎやかな雰囲気の中で美味しそうに
喜んで食べていました。
反省会では、高校生たちにとって、沢山の食器を洗
ったり、おにぎりを握るのは初めてで、良い経験がで
きた事や地域のボランティアの方々の毎回無償で働い
ている姿に感動したことを感想として話してくれまし
た。私たちにとっても、大きな励みになりました。
【福祉事業部】

◆皆さん

特殊詐欺に注意していますか？

日ごろ、柏市から注意を呼びかけられていますが、
「自分は大丈夫！」と思っていませんか？
柏市の昨年の被害は 99 件、金額で 1 億 5 千万円。
被害にあわないための柏市の合言葉は「か・し・わ」
か…簡単に
し…信用しない
わ…渡さない
です！
一人一人が注意し、老後の資金を守りましょう！
【寄稿 消費生活コーディネーター富勢地区担当】

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
・沈黙のパレード「ガリレオ」東野 圭吾
・かがみの孤城
辻村 深月
・蜜蜂と遠雷
恩田 陸
・すぐ死ぬんだから
内館 牧子

遊戯室だより

電話 ７１３５－３９６０

☆0 才のじかん
3 月 6 日(水)・13 日(水) 13:30～15:00
対象：0 歳児と保護者
内容：0 歳児と保護者を対象にした、親と子
の交流・情報交換の場です。
申込：直接どうぞ
☆なかよし広場
3 月 12 日(火)、26 日(火) 10:00～11:45
対象：乳幼児と保護者
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。
★ふせ☆フェスタ
裏面をご覧下さい。
☆印→予約なし
★印→予約あり
広報「かしわ」3/1 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)
3 月 16 日(土) 15:00～ 遊戯室
・根戸近隣センター(根戸分館)
3 月 1 日(金) 4 月 5 日(金) 10:30～ 和室
3 月 16 日(土) 10:30～ 会議室Ｂ
当日会場にお越し下さい

人参しりしり（沖縄方言で千切りの意）
5cm 長さの千切りにした人参とツナ・卵をごま油で軽く炒
める。めんつゆと水、砂糖、酢を入れ、炒めて水気がなく
なったら、ごま油を少々落として出来上がり。最後にいり
ごまをトッピングして完成。

―両面ご覧下さい―

