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【福祉事業部】

富勢八朔相撲大会 復活 25 回になりました
今年も例年同様に開催の準備をしています。
日時：10 月 5 日(土) 8:50～15:00（雨天翌日）
場所：あけぼの山農業公園果樹園内特設土俵
取組：富勢地域小学校の児童による男女別個人戦、
及び学校団体戦
模擬店、昼休みイベントも例年通りです。見学は
自由です。どうぞお越しいただき、絶大なる応援を
お願い致します。
【八朔相撲実行委員会】

富勢地域文化祭の参加者募集
行事名

開催日時

開催会場

申込締切日

囲碁
将棋
大会

10 月 26 日(土) 布施近隣
～27（日）
センター
9：00～17：00
ロビー
（27 日は 16：00
会議室
で終了）
布施近隣
10 月 26 日(土)
センター
9：00～15：00
和室

音楽
発表会

１１月 2 日(土)
13：00～16：00

富勢西小
体育館

9 月 28 日（土）
（観覧は自由）

芸能
大会

11 月 10 日(日)
10：00～16：00

布施近隣
センター
和室

9 月 28 日(土）
（観覧は自由）

文化展

9 月 21 日(土)
説明会開催
9 月 27 日(金)
10 月 19 日(土)
参加費 1,000 円
（昼食付）

参加申込書は、布施近隣センター受付窓口にあります。
申込締切日が、行事によって異なりますので、ご注意下
さい。
【文化部】

とみせプレーパーク 第 2 弾の開催!!
子育ち、子育てを応援する地域づくり
7 月 20 日に第 1 回目を開催したところ、60 名以上
の子どもたちが集まり、保護者、ボランティアを含め
ると 100 名近い人たちで、大にぎわいでした。
水鉄砲、割り箸鉄砲、コマ回し、輪投げ、すいか割
り、フラフープなど親子共々、とても楽しく挑戦され、
最後に冷たいスイカでノドをうるおしました。
次のとおり第 2 回目を開催します。みなさん是非遊
びに来てください。当日会場にお越しください。
日時：9 月 28 日(土) 10:00 ～12:00 ※雨天中止
場所：高野台児童公園
内容：紙飛行機飛ばし・昔の遊びなど
対象：小学生 （幼児は保護者同伴）
参加費：無料
問合わせ とみせプレーパークの会
受川 080-3094-7731

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】

9 月 4 日(水) 12:00～15:00
★イベント ドジョウすくい
10 月 2 日(水) 12:00～15:00
★イベント 二胡の演奏
珈琲・紅茶・昆布茶 100 円

移動交番
【柏警察署】
はらぺこさん
【福祉事業部】
柏おどり練習
【体育部】

9 月 12 日(木) 10:00～11:00
布施近隣センター
9 月 20 日(金)17:00～19:00
布施近隣センター料理実習室

9 月 21 日(土)19:00～
布施近隣センター和室

7・8 月は、各町会の盆踊り大会に参加し、楽しいひと時
を過ごさせていただきました。来年は、一緒に踊れるよう
に練習に来ませんか。お待ちしております。
第 25 回八朔相撲
10 月 5 日（土）
【実行委員会】
詳細は左記記載
三世代ふれあい体育祭 10 月 20 日（日）
【実行委員会】
富勢小学校校庭
富勢地区文化祭
10 月 26 日～11 月 10 日
【文化部】
詳細は左記記載

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
もみのき
市営 D 棟集会所
サロン さんげつ
北柏町会 ふるさと会館
三木の会
ウィンザー
ハイム北柏集会所
サロン 一休
前原会館
ワンデー カフェ
コープ野村集会所

9/9

10/21 11/18
10：00～12：00
9/11・25 10/9・23
11/13・27
12：00～15：00
9/16 10/お休み 11/18
13:00～15:00
9/19 10/17 11/21
10：00～12：00
9/2・9・23・30
10/7・14・21・28 11 月お休み
12：00～15：00
9/12・26 10/10・24
11/14・28
10：00～12：00

す
い
か
割
り
―両面ご覧下さい―

柏市議会議員 新しい布陣に期待！
柏市立柏病院現地建替え対策委員会
新しい柏市議会議員 36 名が決まりました。去る 8
月 4 日の日曜日に実施されたこの選挙。ただ、残念な
ことに投票率は過去最低を更新、全体で 34.22％とい
う結果に終わりました。
（確定 8 月 5 日 0 時 15 分、柏
市選挙管理委員会発表）当選者の内訳は、現職 27 名、
新人 8 名、元職 1 名ですが、この方たちがこれからの
4 年間、市政の中で大きな役割を担って活動をしてい
くことになります。
柏市は今、他の地方自治体と同様にそれぞれ多少の
時間差はありますが、いよいよ人口減少の時代を迎え
ます。併せて超高齢化社会が急激に、しかもそれが相
当の長期にわたって持続していくことが確実に見込
まれているのです。このような時代にあって、行政の
役割はこれまでのそれとは、やはり大きく変わってい
かなくてはならないものと、私たちは考えます。
開発の行政手法ではなく、市民全体の福祉重点への
シフトが求められているということです。その一つを、
具体的な事項に言いかえれば、私たちが 5 年以上も取
り組んできた、市立柏病院の現地建替えを初心に返っ
て、一日も早く実現させることにほかなりません。
新しい議員の方たちには、この私たちの思いを是非
ともご理解頂き、これを市民全体にも訴え、皆さんと
共に従来以上に連帯を強化し取り組んでいきたいと
思っています。ご支援ご協力よろしくお願い致します。
【総務部取材】

私はだまされない！
ＮＨＫテレビ・ラジオで「騙されない劇場 ストッ
プ詐欺被害」が放映・放送されています。
一日に 5～6 回、特に夕方の 6 時半のテレビ放映に
お気づきではないでしょうか。
様々な手口と対処法がわかりやすく解説されてい
ます。是非ご覧いただき参考にして下さい。
【寄稿 消費生活コーディネーター富勢地区担当】

子育てお母様もホッとひといき！
各地区・各団体が開催する「子育てを支援
する場所」は数多くあります。
そんな中で、小さなお子様の遊び場と、お
母様のランチ・お茶が併設されている、少し
変わった子育て支援場所を見つけました。
お隣りの松葉地区ですが、近場なので、ち
ょっと足をのばして、行ってみるのも面白いと思いま
して、紹介します。
「まつがさきの森幼稚園」に隣接された子育て支援
カフェ「The Giant Turnip」(ザ・ジャイアント・ター
ナップ)です。お子様の遊び場も設けてありますので、
遊ぶそばでランチやお茶もできます。お母様のホッと
できる居場所となるでしょう。育児相談もできるとの
ことでした。
【福祉事業部】

図書館だより

布施分館
根戸分館

７１３２－３１９３
７１３１－６０５３

予約の多い本の紹介
そして、バトンは渡された 瀬尾まいこ
沈黙のパレード「ガリレオ」 東野圭吾

希望の糸
平場の月
かがみの孤城

東野圭吾
朝倉かすみ
辻村深月

文藝春秋
文藝春秋
講談社
光文社
ポプラ社

※布施分館において、保存期間が過ぎた定期購
読雑誌を、9 月 14 日から 2 週間程度希望者に差
し上げます。詳細は前月号参照

遊戯室だより

電話

７１３５－３９６０

☆０さいのじかん
9 月 4 日（水）、11（水）
、18（水）、25（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
9 月 10 日（火）、9 月 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
★ハッピーハロウィーン
10 月 28 日（月）10:30～11:30
対象：乳幼児と保護者（先着 15 組）
内容：簡単な工作や歌など、ハロウィーンの雰
囲気を楽しみます。
申込：10 月 2 日（水）15:00 より電話で
☆印→予約なし
★印→予約あり
広報「かしわ」10/1 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)
9 月 21 日(土) 15:00～ 遊戯室
・根戸近隣センター(根戸分館)
9 月 6 日(金) 10 月 4 日(金) 10:30～ 和室
9 月 21 日(土) 10:30～ 会議室
当日会場にお越し下さい

―両面ご覧下さい―

