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「富里地域ふるさと協議会」は、JR 柏駅から南

柏駅に位置する７つの町会で構成されています。

近隣センターを拠点に、町会の垣根を越えて、福

祉活動や地域住民の交流を図り、住みよい生活環

境づくりをめざして活動しています。 

発行：富里地域ふるさと協議会・富里地区社協部会 

http://www.fk-tomisato.net/ 
編集・制作：広報部 koho@fk-tomisato.net  

お 問 合 せ：℡ 04-7173-9531（富里近隣センター） 

No.110 

31313131 回回回回    文化祭文化祭文化祭文化祭    （（（（11111111 月月月月 1111 日・日・日・日・2222 日）日）日）日）    

 第 31 回文化祭は 11月 1 日、2日、富里近隣セン
ターで開催。富里地区の個人やサークルによる絵
画、書、手芸、生け花などが、また柏三小、豊小
児童の絵や書、さらにくりの木幼稚園、柏めぐみ
幼稚園園児の｢おえかき｣作品が展示されました。
また、日頃の練習の成果を披露する柏三小合唱部
などのミニコンサートも行われました。今年も 7
町会による模擬店が出店し、来場した人にひとと
きの憩いを提供しました。 

作品展作品展作品展作品展    
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模擬店模擬店模擬店模擬店    

ミニコンサートミニコンサートミニコンサートミニコンサート    

ミニコーナーミニコーナーミニコーナーミニコーナー    
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 第 33 回の体育祭が、10 月 19 日に柏第三小学校
校庭で開かれました。雲ひとつない晴天に無風とい
う絶好の運動会日和に恵まれ、町会対抗、自由参加
の計 18 競技で熱戦を展開。今年は小学生の選手を
編成できない町会もあって、町会対抗得点競技は大

人だけで。"力業"がい
る｢綱引き｣で、栄町町
会の選手は 70 代ばか
りと、高齢化社会を反
映する一面も。自由参
加とはいえ、障害物競
走や紅白玉入れ、パン
食い競争などに熱中
する子供たちの、弾け

るような笑顔が印象に残る大会でした。最後の町会
対抗リレーで 1位となった緑ヶ丘町会が、1点差で劇
的な逆転優勝を果たし、一昨年に続き連覇(昨年は雨
で中止)。それまでトップだった富里町会が準優勝。
通一・泉町合同チームが第 3 位に入賞。おしくも 4
位に豊町西町会、5位に豊町東町会、6位は栄町町会
となりました。来年は豊小学校でお会いしましょう。 
 

入場行進 選手宣誓 ペットボトルリレー けつ圧測定 徒競走 

パン食い競走(小) ゲートボールリレー 紅白玉入れ 大玉送り 障害物競走 

迷走ボールリレー お土産いっぱい つなひき お昼休み 応援合戦 

応援合戦 応援合戦 宝探し ピンポン玉運び ボール運びリレー 

あめ食い競走 グラウンドゴルフリレー パン食い競走 町会対抗リレー 緑ヶ丘町会優勝！ 
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 富里近隣センターの全
館で行われ、小学生 76 人
人、お世話をする保護者
や子供会役員、協議会委
員、民生委員の皆さんが
参加。裏庭では飯盒やお
釜での炊飯、木材片を切

ふれあいゴルフ大会 （11 月 11 日）    
 第36回の大会が茨城県取手市の利根パークゴル
フ場で開かれ、20名が技を競い合いました。 
優勝 須田信之(通一） 2 位 染谷時男(栄町） 
3 位 並木純一(豊東） ※敬称略 
ベストグロスは 87 を出した 84 歳の高野幸一さ

ん(富里)でした。 

グラウンドゴルフ大会 （11 月 15 日）    
 柏三小校庭で開催。7 町会から 48 人が参加して
熱戦をくり広げ、吉沢キクエさん(豊東)が優勝。 
2位は川辺欽吾さん(豊東)、3位は池内賀子さん(豊
西)。女性が元気な大会でした。 

野外炊飯・防災訓練野外炊飯・防災訓練野外炊飯・防災訓練野外炊飯・防災訓練(11(11(11(11 月月月月 9999 日日日日))))    

食食食食のののの講習会講習会講習会講習会    

スポーツスポーツスポーツスポーツ    

ったりして薪作りを。調理
室ではカレー作りを。直火
での炊飯など、多少まごつ
きながらも、大人のサポー
トでサバイバル体験ができ
ました。炊きたてのご飯で
作ったカレーの味も格別。 

 午後は東部消防署
員の指導で、初期消火
訓練、電話での通報訓
練などを行い、防災意
識を持つことの大切
さを学びました。 

おでんの会 

(10 月 15 日)    
高齢者 55人が参加、

延べ 31 人の給食ボラ
ンティアが手作りした
ボリュームたっぷりの
おでんを味わいまし
た。8人編成の｢ハーモ

+++++    編集後記編集後記編集後記編集後記    +++++    
厚生労働大臣から表彰厚生労働大臣から表彰厚生労働大臣から表彰厚生労働大臣から表彰    

地域の福祉のために活躍する民生委員の表
彰についてお知らせします。20 年以上も活動
を続けてきた林悦子さん(富里)は、11 月 21
日、日比谷公会堂で厚生労働大臣表彰を受け
ました。林さんは「いい先輩や仲間に恵まれ
たおかげです」と語っています。また柏市制
60 周年を記念して、10年以上民生委員児童委
員をつとめた 7 名には柏市長から功労を表彰
されました。 

受賞者(敬称略) 

伊藤清(豊西) 稲垣晶子(富里) 
鈴木美智子（緑ヶ丘） 鴻巣信子（緑ヶ丘） 
中嶋明子(豊東) 林悦子(富里) 
山名恵子(富里)  
ほんとうに、ご苦労様でした。 
 2014 年も残りわずか。どうぞよいお年をお
迎えください。 

（広報部） 

離乳食教室 

(10 月 7 日) 
近隣センターで開

かれ、17 組の親子が
参加しました。栄養士
の指導で、大人の食事
から取り分けて作る、
栄養バランスを考え

食事会食事会食事会食事会スペシャルスペシャルスペシャルスペシャル    
 一人暮らしの高齢者のために毎月近隣センターで
開かれている食事会。10月は恒例の｢おでんの会｣。
11 月には｢歌声喫茶｣の開店で、いつにも増してにぎ
やかな集いとなりました。 

台、旭地区などから訪れ
る人もいて、いまや人気
のイベントです。佐々木
由美子さん(泉町)のピ
アノ、鶴崎光次さん(地
区社協部会長・豊西)の
大正琴の伴奏で｢かあさ
んの歌｣｢北上夜曲｣｢青

てのメニューを実習。昆布と鰹節から出し汁をとり、
カボチャを使った“とろーり煮”、鮭のホイル包み焼
きなど 4 品から離乳食を作りました。健康づくり推
進委員が別室で幼児の見守りをしたので、みなさん
安心して受講できました。 

ニーメイツ｣の皆さんのハーモニカ演奏を聴いたり、
秋の歌を合唱したり、食事のあとには舞踊などの演
芸もあって楽しいひとときを過ごしました。 

歌声喫茶 (11 月 19 日)    
定例の食事会のあと｢みんなで歌おう｣という歌声

喫茶が開店。89 人もの高齢者が来店しました。｢こ
の催しが楽しみで…｣と富里地域外の常盤台、永楽

い山脈｣｢みかんの花咲く丘｣など 26 曲を歌いまし
た。催しを企画した地域ボランティア部の皆さんが
歌詞を手づくりしたり、休憩タイムにコーヒーをサ
ービスしたり、雰囲気を盛り上げました。 

祭り寿司講習会祭り寿司講習会祭り寿司講習会祭り寿司講習会    

(10(10(10(10 月月月月 30303030 日日日日))))    
 見た目にも華やかで
美味しい祭り寿司は、
おもてなしやお弁当に
最適。最近再び注目を
集めている、千葉県の
郷土料理の講習会が近

隣センターで開かれました。この機会に是非教わり
たいと、28名が西部光美先生に実演を交えながら作
り方とコツを学びました。絵柄は作り易い｢さざん
か｣と｢かたつむり｣の２種類と、簡単に作れるおぼろ
汁。かんぴょうを煮たり、卵焼きを作るところから

スタート。ポイントになる所では先生が丁寧に指
導。いよいよ完成した太巻きに包丁を入れ、現れ
た可愛らしい絵柄に皆さん大満足の様子でした。 


