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 いこい宿連寺 が仲間入り!! 
富勢地区ふれあいサロン 

富勢地区 14 ヶ所目のふれあいサロンとして、新し

く開設されました。 

開催場所：宿連寺会館 

開催日：毎月第４土曜日 13：00～15：00 

参加費：100 円（コーヒー お替り自由） 

問合せ：宿連寺町会 菊地（☎ 7134-0173） 

※どなたでも、お気軽にお集まりください。 

 沢山の方のお越しをお待ちしています。 

【福祉事業部】 

 脳トレ 「かわせみの会」  
富勢地区ふれあいサロン 

脳トレは、誰もがかかりうる認知症を、トレーニン

グにより予防することを目的に行っています。 

かわせみの会は、国立健康長寿研究センターで学ん

だ、なばな会の方々が指導してくれています。この

方々は、高齢化の波による脳トレの必要性を感じ、迫

力と一生懸命な姿勢、研究熱心さ、そして”おもしろい

指導”を取り入れています。 

参加者の皆さまからは「近頃こんなに笑ったことが 

あったかしら」と言われるほど楽しく参加していただ

いています。歌ってゆっくりストレッチ、ゲームや遊

びでワイワイ楽しんでいます。 

ご興味のあるかたは、是非ご参加ください。 

開催場所：根戸近隣センター２階会議室 

      毎月第 4 木曜日 10：00～12：00 

参加費：無料 申込み：不要 直接お越し下さい 

富勢地区では 14 ヶ所のサロンを開催していますが、

その内 2 ヶ所のサロンで脳トレを取り入れています。

もう 1 ヶ所は、北柏町会ふるさと会館で行われている

「脳トレ・チャレンジの会」です。【福祉事業部】 

あけぼの山農業公園イルミネーション 

今年のテーマは 「クリスマス」 

11 月 22 日(金)～12 月 25 日(水) 16:30～21:00 

風車前広場を中心に、18 万

球の LED 電球が夜の公園

を、鮮やかに彩ります。 

22 日の点灯式は、雨で中止

になりました。 

【総務部取材】 

冒険の遊び場 とみせプレパーク 第３弾 

日時：12 月 7 日(土）10:00～12:00 (雨天中止) 

場所：高野台児童公園 

対象：小学生 参加費：無料 当日直接会場へ 

問合せ：とみせプレパークの会 

       受川 080-3094-7731 

【福祉事業部】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

フルーツを送ったのは詐欺！ 

「バアチャン元気！オレだけどみかん送ったから食べ

てね。」と電話があった。翌日また電話があり、「みかん

着いたか？」と確認しながら、「実は一緒に会社の小切手

も送ってしまった。」 

「今日中に 50 万円を会社に戻さないと大変なんだ。な

んとかならないか」と困った様子。みかんを送ってくれ

る、やさしい孫可愛さに、50 万円渡した。しかし後でだ

まされたとわかった。気をつけて下さい。 

【寄稿 消費生活コーディネーター富勢地区担当】 
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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 4 日(水) 12:00～15:00 

★13:00～ハーモニカ演奏 

1 月 8 日(水) 12:00～15:00 

★13:00～詩吟と落語 

珈琲・紅茶・昆布茶 各 100 円 

移動交番 

【柏警察署】 

12 月 12 日(木) 10:00～11:00 

布施近隣センター 

はらぺこさん 

【福祉事業部】 

12月 20 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】 

12 月 21 日(土) 19:00～ 

布施近隣センター和室 

富勢地区ふれあいサロン 

ぼっくい    布施新町  

三富医院 3階会議室 

12/16 1/20  2/17 

10：00～12：00 

もみのき 

市営 D棟集会所 

12/11 1/8・22 2/12・26 

12：00～15：00 

サロン さんげつ 

北柏町会 ふるさと会館 

12/16 1/20  2 /17  

 13:00～15:00 

三木の会   ウィンザー 

ハイム北柏集会所 

12 /19 1/16 2/20 

10：00～12：00 

サロン 一休  

前原会館 

12 /2・9・16・23 1/20・27 

2月工事休会 12：00～15：00 

ワンデー カフェ 

コープ野村集会所 

12/12・26 1/9・23 2/13・27 

10：00～12：00 

いこい宿連寺 (新規) 

宿連寺会館 

12/28・ 1/25 ・2/22 

13:00～15:00 

 

 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) 

ホームページ 

https://furusatotomise.com 
ふるさと富勢又はＱＲコードで検索 



―両面ご覧下さい― 

「2 条件」達成に向け、最大限の努力！ 

野坂市立柏病院長と意見交換会 

 11 月 19 日（火）午後 3 時から、市立柏病院会議室

において、野坂院長を囲んで地域住民代表者との「意

見交換会」が開催されました。地域からは後藤委員長

以下 17 名、病院側は院長、保健福祉部市原理事、医

療公社管理課小倉課長など 10 名が参加、約 1 時間半

にわたって、熱心な意見が交わされました。野坂院長

からは、現有の医師・看護師・職員などと手を携え、

今年度中に「2 条件」を達成して、病院建替えに最大

限努力をしていきたい旨の、心強い意思表示がありま

した。              【総務部取材】 

市制施工 65 周年記念 市政功労者の表彰 

本年 11 月 15 日、柏市市制施行 65 周年を迎えまし

た。昭和 29 年、人口 43 千人でスタートし、現在では

42万人を超える千葉県でも有数の都市になりました。 

柏市では、地域社会の発展と福祉増進に貢献された

491 名と 26 団体の表彰式を 11 月 16 日に、アミュゼ

柏で行いました。当協議会関係者は次のとおりです。 

(敬称略) 

自治功労 秋山 宏夫・森川 利子・岩淵 敬一 

坂巻 勝 

保健・福祉功労 渡邉富士子・山田君代・一色京子 

高橋芳正・飯田万里子・少名子正彬 

村上邦子 

安全消防功労 後藤 敏      【総務部】 

八朔相撲大会 富勢小が団体優勝！ 

10 月 5 日（土）恒例の八朔相撲大会が開催されまし

た。昼休みには千賀ノ浦部屋の 3 力士とのチビッ子相

撲、東小音楽部の演奏を楽しみました。団体戦は富勢

小学校が優勝しました。個人成績は以下の通りです。 

 

  男子 女子 

学年 優勝 準優勝 優勝 準優勝 

1 年 山本 颯汰 新井 優太 青山 志乃 高橋 遥 

2 年 宇佐見和志 小沼 杏樹 井澤 汐花 椎橋 美月 

3 年 宮内 颯甫 小出 大地 畠山 歩未 八木里桜歌 

4 年 川﨑 駿 木原 颯斗 天瀬 夏美 根本 舞歌 

5 年 關口 耀太 佐藤 飛羽 東川 芽衣 野田 愛子 

6 年 新井 将生 本栁 颯大 久木美七海 古賀 天音 

富勢東小音楽部の演奏 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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(土)～1 月 4 日(土) 
臨時休館(蔵書点検による) 
布施分館 

令和 2 年 1 月 20 日(月)～1 月 27 日(月) 
根戸分館 

令和 2 年 2 月 3 日(月)～2 月 10 日(月) 

遊戯室だより  電話 ７１３５－３９６０ 

☆０才のじかん 

12 月 4 日（水）、11 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 

12 月 10 日（火）、24 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。手遊びや体操など

も行います。申込：直接どうぞ 

★ハッピークリスマス 

  12 月 9 日（月）10：30～11：30 

  場所：布施遊戯室 

  対象：乳幼児と保護者 

  内容：クリスマスリースを作ったり、歌や絵本、

パネルシアターをみんなで楽しみます。 

  申込：ただ今受付中（先着 15 組） 

☆なかよし広場スペシャル 

「みんなでおにたいじ」 

1 月 28 日（火）10：00～11：45 

場所：布施遊戯室 

対象：乳幼児と保護者（先着 15 組） 

内容：親子で交流しながら、簡単な工作・歌を楽

しみます。 申込：直接どうぞ 

 

 

 

 

 

おはなし会だより 

・布施近隣センター (布施分館)  

12 月 21 日(土) 15:00～ 遊戯室 

・根戸近隣センター(根戸分館) 

12 月 6 日(金)  1 月 10 日(金)  10:30～ 和室 

12 月 21 日(土)  10:30～ 会議室Ａ 

当日会場にお越しください。 

 

 

☆印→予約なし 

★印→予約あり 

   広報「かしわ」12/15 号で確認を 

 休室日は布施近隣センター休日に同じ 


