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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.116 

富里地域ふるさと協議会 

近隣センター 午前１０時～ 

富里地域ふ

るさと協議会

の定期総会が、5 月 14 日富里

近隣センター

で開かれまし

た。来賓の柏市

地域支援課・松

山正史課長ら

心となって行う恒例のイベントで 14 回目。7 つの

町会から高齢者、柏三小、豊小の先生 9 人を含む大

人 74 人、幼児を含む子供 56 人の計 130 人が各町

の挨拶のあと議事に入り、平成 27 年度の事業報告、

収支決算報告、監査報告に続き、平成 28 年度の事業

計画案、予算案、役員の一部交代の議案を審議了承さ

れました。「であい ふれあい 楽しい地域」を協議会

のスローガンに掲げ、新年度の地域活動がスタート

しました。 

 

新役員（敬称略） 

副会長（体育担当） 水谷修國（泉町） 

会計（一般会計） 渡辺宏美（泉町） 

体育部長 宍戸一郎（富里） 

高齢者福祉部長 小林恂一（豊東） 

 協議会の７

町会で構成す

る柏市防犯協

会富里支部の

総会も、午後

から同センタ

ーで開かれ、

平成27年度の

事業報告、収

 スポーツを通し

て世代間の交流を

深めようという「ニ

ュースポーツの集

い」が 6 月 11 日、

柏第三小学校体育

館で開かれました。

地区社協部会が中

会長、両教頭先生をチ

ーフとする１１チー

ムにわかれて、「ゲー

ゴルゲーム」、「ター

ゲットマット」、「カ

ローリング」など 7 つ

の競技が行われまし

三世代が楽しく交流 

「ニュースポーツ」の集い 

平成２８年度定期総会開催 

退任役員（敬称略） 

副会長 佐々木由美子（泉町） 

会計（一般会計） 関根和子（豊東） 

高齢者福祉部長 岩佐祐義（富里） 

 

柏市防犯協会富里支部 

近隣センター 午後１時～ 

支決算報告、28 年度の事業計画案、予算案などの議

案を審議了承。来賓の柏市防災安全課・蛭川正浩副

参事が講話。「富里地域は比較的犯罪発生率が低い

のですが、他地区に比べ自転車の盗難が多く、昨年100 件を超えています。施錠することで防止できる

ので、平素から防犯に心がけていただきたい」との

アドバイスがありました。 

た。設営、審判、採点な

どは、協議会役員、委

員、民生委員、子供会

のお母さんら 50 人

が、”裏方”として集

いを支えました。「は

じめて参加したけど

楽しかった」（小５男

子）、「ふだん、おじ

いちゃんやおばあち

ゃんと遊ぶことがな

いので、よかった」（小

４女子）、「力の入れ

具合で的をはずしたりでドキドキ感がありまし

た」（小２女子）といった子供たちの感想が。最

高齢、92 歳の山

口敬次さんも、回

りの人に支えら

れて、すべての競

技をこなしてい

ました。 
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が、利用する人も車内にバッグなどを置かない、ハン

ドルやタイヤをロックするといった対策を考えて下

さい。 

空き巣は人の目を気にする! 

 フェンスや生け垣が高すぎたり、植栽が大きくな

りすぎると、見通しが悪くなり、狙われる危険が増し

ます。一戸建ての裏側にある小窓などは、人目につか

ず侵入口になり易いので、格子をつけるとか、センサ

ーを設けるなどの対策を。 

自転車には必ずカギを! 

 一緒に町を歩

くとあちらこち

らに空き地を利

用しただけの駐

車場が。車上荒

らしの標的にな

ります。フェン

スや照明を備え

るのが理想です

診断結果は良好！ 

防 犯 診 断 第 ２ 弾（豊町西町会） 

 

 柏三小月例の「わかばパトロール」が行われた 6 月9 日を「ロック」と読んでのキャンペーンがありまし

た。下校児童の見守りパトロールのあと、柏市防犯協

会富里支部の緑ヶ丘、通一丁目、泉町 3 町会の隊員

思い切り歌いました～ (^^♪ 
地域ボランティア部 

 

自転車に２重ロック！ 

防犯協会支部 

 地域の高齢者に

好評の「歌声喫茶」

が、5 月 18 日、近

隣センターで開か

れました。これまで

年１回、11 月の開

催でしたが、ぜひ 2
回やってという要

望にこたえての開

お変わりありませんか？ 

ことしも民生委員が声かけ訪問 

民生委員による「声かけ訪問」が、今年も 5 月 15
日から 6 月 30 日まで行われました。柏市が民生委員

活動として最も重視しているもので、65 歳以上の方

の自宅を訪れ「お変わりありませんか」「困ったこと

は？」と声をかけるもの。富里地域では 22 人の民生

委員が、1,000 世帯を超える家を訪問しました。 

民生委員は厚生労働大臣の委嘱を受けて、地域の

福祉活動を行っています。高齢者や児童に関する相

談相手となり、必要に応じて福祉サービス機関との

パイプ役となり、問題解決のお手伝いをしています。

平成 29 年は制度創設 100 周年。少子高齢化が進み家

族関係や地域社会とのつながりが薄れている中、民

生委員は「地域のつなぎ役」「相談役」「見守り役」と

いった存在です。富里地区の定員は 25 人（うち 2 人

は主任児童委員）。 

 柏市防犯協会富里支部の第 2 回目の防犯診断が、

豊町西町会を対象に 3 月 19 日に実施されました。鶴

崎光次町会長はじめ、防犯見守りのメンバーなど約30 名が参加。アドバイザーは柏市防災安全課副参事

の蛭川正浩さんら同課職員 3 名。 

店。すっかりおなじみになった佐々木由美子さん（泉

町）のピアノ、鶴崎光次さん（地区社協部会長・豊西）

のキーボードの伴奏で「いい日旅立ち」「峠のわが家」

「神田川」「エーデルワイス」など誰でも知っている

歌から、最近よく聞かれる「花は咲く」まで 26 曲を

大合唱。地域ボランティア部の人たちのサービスで

のコーヒータイムをはさんで、午後のひとときを楽

しみました。この日の参加者は 91 人。76 歳の女性

（通一）は「今回初めて参加しました。歌は大好きな

ので、たくさんの人と思い切り歌えて楽しかった」毎

回参加しているという 75 歳の男性(永楽台に居住）

は「私の住んでいる町でも好評です。今日は妻と妻の

友達も誘ってきました」と満足そう。次回は 11 月に

開催されます。 

が緑ヶ丘防災セ

ンターに集まり、

柏市防災安全課、

繁田保夫さんの

講話を聞きまし

た。柏市では昨年939 台もの自転

車が盗まれまし

た。その 6 割強が

無施錠だそうです。「空き巣の足代わりに使われたり

します。敷地内でも必ず施錠しましょう。それも、2

 マンションな

どの駐輪場で施

錠していない、カ

ギをつけっぱな

しの自転車が散

見されました。柏

市では昨年１年

間で 1,000台近く

盗まれており、そ

の 6 割までが無施錠。アドバイザーのひとり繁田保

夫さんは「玄関ドアも自転車も”愛錠”を持って」と

警告しています。 

見知らぬ人へ「声かけ」を！ 

 マンションの多い町会です。そのひとつ、国道６号

線に出る側と、常磐線側に出入り口があるマンショ

ンでは、住人以外の通り抜けが多いそう。「立入禁止」

の標識があるのですが、効果はないとか。知らない人

を見かけたら声をかけて、自分たちの住まいだと知

らせることも、ひとつの方法です。「声かけ」は防犯

上有効なことで、住民にあいさつされて空き巣を断

念したという実例もあるそうです。街をきれいにし、

住民が防犯意識を持って協力し合うことで防犯効果

が上がります。「道路にゴミもなく町は清潔。皆さん

の防犯意識も高いので、90 点以上。施錠の徹底や、

積極的声かけを進めてください」との講評でした。 

種類のロックをする

と効果的です」と繁

田さん。希望者全員

に自転車のワイヤー

錠などがプレゼント

されました。 
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豊町東町会 

富里町会 

緑ヶ丘町会 

栄町町会 

通一丁目町会 

泉町町会 

豊小学校 

第三小学校 

豊町西町会 

 

第 39 回  

柏まつり  

7/30(土)・31（日）                

柏駅東西中心街 

富里町会   盆踊り 
8/26･27 富里近隣センター 

 

栄町町会  盆踊り 
  8/8･9  二松学舎駐車場 

豊町西町会   夏祭り 

8/28 豊町第３公園 

豊町東町会 納涼夏祭り大会 

8/19･20 豊小学校校庭 

緑ヶ丘町会   盆踊り 

8/6･7 一本松公園 

31 日のみこしパレー

ドに富里町会が参加 

通一丁目町会 香取神社祭礼 

7/17･18 朝日会館 

 
今年の 町会お祭り スケジュール 

富里ふるさと会館 

豊町ふるさと会館 

富里近隣センター 

朝日会館 

金刀比羅神社 

栄町集会所 
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第 38 回ゴルフ大会が、5 月 19 日、茨城県の笠

間フォレストゴルフクラブで開かれました。絶好の

ゴルフ日和に恵まれ、7 町会から参加した 19 人が、

新緑の中、和気あいあいと技を競いあい、ふれあい

を深めました。   
優勝 染谷時男さん（栄町） 
2 位 須田信之さん（通一） 
3 位 丸林三男さん（豊西）  

恒例のゴミゼ

ロ運動が、5 月 29
日、千葉県全域で

実施されました。

富里地区では、7
町会から一般、ボ

ランティア団体、

子供会など696人

江戸時代から日光街道の名所といわれた草加宿

を訪ねるハイキングが、5 月 21 日に実施されまし

た。好天に恵まれ、600 本を超える松並木で知られ

る日光街道や草加松原遊歩道などを「奥の細道」を

しのびながら散策しました。草加といえば「草加せ

んべい」。伝統産業展示室では、草加せんべいの歴

史や製造工程を見学し、おみやげは草加せんべい。

編集後記 
 ふるさと協議会は、今年創立 35 周年を迎

えました。協議会の広報紙「どんぐり」は

昭和 58 年 4 月の創刊。こちらは 33 年目で

す。創刊の年に富里近隣センターが完成し、

創刊号はセンターのオープンを特集してい

ます。「町づくりは私たちの手で」と、協議

会の役員らが各町会の意見も聞いて、セン

ターの設計も手がけたとあります。「ふれあ

い運動会」、「文化祭」はじめ、各専門部の

事業も協議会発足当時から活発に行われて

いたことがわかります。町会名の変更（平

成 9 年、若葉町→泉町）、分割（平成 10 年、

豊町→豊町東、豊町西）などの歴史も記録

されています。先人が熱心に地域と取り組

んできた足跡を、「どんぐり」のバックナン

バーでたどり、ときおり紙面で紹介してい

きたいと思います。 
（広報部） 

 第 54 回柏市消防団

消防操法大会が 6月 5
日、大堀川防災レクリ

エーション公園で開

かれました。柏市の全

消防団が参加。富里地

区からは第 2方面第 8

「第 37 回あおぞら

春の大運動会」が 5
月 21 日に開かれま

した。夏のような日

差しの下、児童らは

走ったり、踊ったり、

にぎやかな応援合戦

もあったりと、校庭

柏市ではこのほど市内２０の近隣センターに防

犯カメラを設置しました。富里近隣センターでも駐

車場とロビーの２か所に設置。これまで駐車場でピ

ッキングの被害、不審者が出たこともあるだけに、

周辺の防犯に役立つと期待されます。また、ふるさ

と協議会では、会議室と和室にスクリーン、プロジ

ェクター、スピーカーを新設。講演会や勉強会など

の集まりに活用されます。 

は終日歓声に包まれていました。「勝っても負けて

も、最後までがんばったから、みんなに金メダルを」

と池田真理子校長から、うれしいごあいさつをもら

い、みんな大喜びでした。 

春の大運動会 

豊小学校 

消防操法大会で健闘 

第 2 方面第 8 分団、第 10 分団 

分団（豊町）が小型ポンプ車の部に、第 2 方面第 10
分団（中央）がポンプ車の部に出場。日頃の練習の

成果を披露しました。仕事を持ちながら地域の防災

のために働くのが消防団員。練習も夜間にしかでき

ないなどのハンディを感じさせない、見事な操法を

みせてくれました。なお、第 8 分団は、豊町東、豊

町西、第 10 分団は通

一丁目、栄町、緑ヶ

丘、富里の各町会を

受け持っています。 
※この模様は協議会

のＷＥＢサイトのギ

ャラリーに掲載され

ています。 

参加者は 6 人と少なかったのですが、ファミリーム

ードでのゆったりとした時を過ごしました。 

草加松原をハイキング 

体育部 

ゴルフでふれあい 

体育部 

より便利になりました！ 

近隣センターの設備拡充 

ゴミゼロ運動に 700 人！ 

生活環境部 

（大人 449 人、子供 247 人）が参加、自宅周辺か

ら各町会のゴミ集積場所まで、道路などのゴミを拾

い、清掃しました。参加者が昨年より 137 人増えた

のは、環境美化への関

心の高まりでしょう

か。集めたゴミは全部

で 74 袋（昨年は 73
袋）と、日頃の清掃活

動のせいか、各町会と

も少なめでした。 
集計結果 
町会名 人数 袋数  町会名 人数 袋数 
栄町 14 5  緑ヶ丘 73 7 

通一 68 11  豊西 100 8 

泉町 37 7  豊東 242 22 

富里 162 14  合計 696 74  

第 8 分団 

第 10 分団 


