
 

令和 2年 2月 1日発行 ふるさと通信 第 136号(4)  令和 2年 2月 1日発行 ふるさと通信 第 136号(1) 

   

富里地域の主なスケジュール富里地域の主なスケジュール富里地域の主なスケジュール富里地域の主なスケジュール    2/162/162/162/16～～～～4/154/154/154/15    
問い合わせ：近隣センター 04-7173-9531 ※2020年 1月 18日時点の情報です。ご了承ください。 

近隣近隣近隣近隣センターセンターセンターセンター休館日休館日休館日休館日    

2222月月月月 11117777日（月）日（月）日（月）日（月）    
3333月月月月 16161616日日日日（月（月（月（月））））    

捨てない）②②②②白菜を１枚
ずつはがし、白菜と豚肉
を交互に３～４回重ね、
５ｃｍ幅に切る。鍋のフ
チに沿って敷きはじめ、
鍋の中央まで詰めてい
く。（深めの鍋の方が安
心）③③③③ほんだし、酒、①
の大根おろし（汁ごと）
を鍋に投入し、中火にか

 空気の乾燥が気になるこの時期。風邪にかかりやす
く、のどの痛みやせきの症状が現れます。「大根おろし
に医者いらず」と言われ、大根の辛味成分には炎症を鎮
め、せきを止め、殺菌の働きがあります。また、酵素の
ジアスタ－ゼやアミラ－ゼが豊富に含まれ、疲れた胃腸
の働きを助け食欲不振を改善すると言われます。 
そこで、我が家の大根おろしを大量に使った「簡単ミ

ルフィーユ雪見鍋｣をご紹介。２人前の材料は、白菜１
／４株、豚バラのスライス３００ｇ、大根１本、ほんだ
し大さじ２、酒大さじ３、ポン酢 200cc、柚子こしょう
（七味唐辛子、おろし生姜、白髪ネギなどお好みで）で
す。作り方は①①①①大根の皮をむいておろす。（大根の汁は

 

～～～～    冬はヒートショックに注意冬はヒートショックに注意冬はヒートショックに注意冬はヒートショックに注意    ～～～～ 

「消費生活コーディネーター 溝田節子」 

浴室や脱衣所、トイレの使用前の急激な温度の変化に
よって血圧が変動し身体に大きな負担が掛かってしまう
現象。心筋梗塞や脳梗塞を起こす場合がある。 
【防ぐには】 
・入浴前に水分をとり、脱衣所を暖める。 
・長湯せず、浴槽から急に立ち上がらない。 
・食後や薬を飲んだ直後、又は、アルコールが 

  抜けていない状態での入浴は控える。 

相談窓口：柏市消費生活センター 
消費者ホットライン：188 
電話：04-7164-4100 

 

～～～～    電話ｄｅ詐欺電話ｄｅ詐欺電話ｄｅ詐欺電話ｄｅ詐欺    ～～～～    
 千葉県の詐欺件数の中で、柏市は毎年ワースト 5位
までに含まれています。お金お金お金お金やキャッシュカードキャッシュカードキャッシュカードキャッシュカードの話
やなりすまし訪問など、注意してください 

日時 イベント名 窓口 

2月 17日(月) 10:00～ 豊友サロン（豊町ふるさと会館） 地域ボランティア部 

 19日(水) 10:00～ ふれあい食事会（近隣センター） 高齢者福祉部 

 20日(木) 10:00～ どんぐりすくすくクラブ（豊小子供ルーム） 児童保健福祉部 

 23日(日) 10:00～ 緑ヶ丘ふれあいサロン（緑ヶ丘会館） 地域ボランティア 

 26日(水) 10:00～ 母と子の集い【親子体操】（富里近隣センター） 健康づくり推進委員 

3月 2日(月) 10:00～ 豊友サロン（豊町ふるさと会館） 地域ボランティア部 

 4日(水) 10:00～ どんぐりすくすくクラブ（三小子供ルーム） 児童保健福祉 

 7日(土) 10:00～ 定例役員会（近隣センター）・ふれあいまつり全大会 ふるさと協議会 

 8日(日) 10:00～ いずみサロン（朝日会館） 地域ボランティア 

 10日(火) 10:00～ 母と子の集い【防災講座】（富里近隣センター） 健康づくり推進委員 

 11日(水) 10:00～ 富里ゆうゆうサロン（近隣センター） 地域ボランティア 

 14日(土) 9:30～ ふるさとふれあいまつり（富里近隣センター） 文化部 

 15日(日) 10:00～ あさひサロン（朝日会館） 地域補ランティア 

 16日(月) 10:00～ 豊友サロン（豊町ふるさと会館） 地域ボランティア部 

 17日(火)  第三小学校・豊小学校卒業式  

 18日(水) 10:00～ ふれあい食事会（近隣センター） 高齢者福祉部 

 22日(日) 10:00～ 緑ヶ丘ふれあいサロン（緑ヶ丘会館） 地域ボランティア 

4月 1日(水) 10:00～ どんぐりすくすくクラブ（富里近隣センター） 児童保健福祉部 

 4日(土) 10:00～ 定例役員会（近隣センター） ふるさと協議会 

 6日(月) 10:00～ 豊友サロン（豊町ふるさと会館） 地域ボランティア部 
 
 

8日(水) 10:00～ 富里ゆうゆうサロン（近隣センター） 地域ボランティア 

 14日(火) 10:00～ 母と子の集い（富里近隣センター） 健康づくり推進委員 

 15日(水) 10:00～ ふれあい食事会（近隣センター） 高齢者福祉部 
 

ける。④④④④グツグツしてきたら、蓋をして弱火でゆっくり
２０分。⑤⑤⑤⑤はい、出来上がり！ポン酢に柚子こしょうな
どを加えたピリ辛タレにつけて召し上がれ～っ！ 

今号でセンターの担当は最終回です。今号でセンターの担当は最終回です。今号でセンターの担当は最終回です。今号でセンターの担当は最終回です。    
3年間のご愛読、ありがとうございました。 

(出典：お天気.com のサイトより)

発行：柏市富里地域ふるさと協議会・富里地区社協部会 
http://www.fk-tomisato.net/ 

「柏市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。 

開催日開催日開催日開催日：：：：2020202020202020 年年年年 3333 月月月月 14141414 日日日日((((土土土土))))    
場場場場        所：富里近隣センター（全所：富里近隣センター（全所：富里近隣センター（全所：富里近隣センター（全    館）館）館）館）    

催催催催        物：リサイクルバザー物：リサイクルバザー物：リサイクルバザー物：リサイクルバザー        ９９９９::::３０３０３０３０～（予定）～（予定）～（予定）～（予定）    

                    演芸大会演芸大会演芸大会演芸大会                １０１０１０１０::::００００００００～（予定）～（予定）～（予定）～（予定）                

                    模擬店模擬店模擬店模擬店                    １０１０１０１０::::００００００００～（予定）～（予定）～（予定）～（予定）    

                    子供子供子供子供広場広場広場広場                    ９９９９::::００～（予定）００～（予定）００～（予定）００～（予定）    

                    ※時間は※時間は※時間は※時間は変更になる変更になる変更になる変更になることことことことががががあります。あります。あります。あります。    

 

出品の協力出品の協力出品の協力出品の協力ををををお願いお願いお願いお願い 
地域の皆さんに、リサイクルバザーへの出品
の協力をお願いします。 
出品方法等については、各町会または回覧に
てご確認ください。 
 尚、人形や古着（着古したもの）の出品は
ご遠慮頂きたくお願いします。 

★★★★★★★★    柏市立柏市立柏市立柏市立    朋生園について朋生園について朋生園について朋生園について    ★★ 
「朋生園」は、社会福「朋生園」は、社会福「朋生園」は、社会福「朋生園」は、社会福
祉法人「かたくり会」祉法人「かたくり会」祉法人「かたくり会」祉法人「かたくり会」
が運営する、知的障がが運営する、知的障がが運営する、知的障がが運営する、知的障が
い者の生活介護・就労い者の生活介護・就労い者の生活介護・就労い者の生活介護・就労
継続支援継続支援継続支援継続支援を行うを行うを行うを行う通所型通所型通所型通所型
のののの福祉事業所です。福祉事業所です。福祉事業所です。福祉事業所です。    
園のモットーは“知園のモットーは“知園のモットーは“知園のモットーは“知

的障がい者が知的ハンデイを持っていることをその的障がい者が知的ハンデイを持っていることをその的障がい者が知的ハンデイを持っていることをその的障がい者が知的ハンデイを持っていることをその
まま受け止め、その人らしく、地域社会の一員としまま受け止め、その人らしく、地域社会の一員としまま受け止め、その人らしく、地域社会の一員としまま受け止め、その人らしく、地域社会の一員とし
て生きていけるように支援していくこと”です。て生きていけるように支援していくこと”です。て生きていけるように支援していくこと”です。て生きていけるように支援していくこと”です。    

※ ｢かたくり会」｢かたくり会」｢かたくり会」｢かたくり会」((((朋生園）朋生園）朋生園）朋生園）    
URLURLURLURL::::hhhhttp://katakurikai.or.jp/ttp://katakurikai.or.jp/ttp://katakurikai.or.jp/ttp://katakurikai.or.jp/ 

ふるさと協議会からふるさと協議会からふるさと協議会からふるさと協議会から提供された品物提供された品物提供された品物提供された品物は、は、は、は、どのよ
うに活用されているのか「朋生園」岩田浩一施設長に
お聞きしました。 

｢提供品は、施設利用者・
養護者・保護者・ボランテイ
アの方々で仕分け・保管し、
各施設のバザー会場に出品
します。毎年 10 月に行われ
る、地域の皆さんもたくさ
ん来園する「朋生園祭」での

リサイクルバザーは目
玉イベンﾄです。施設の
運営方針のひとつであ
る“地域との交流を積極
的に行い、障がい者理解
を広げる”の具現化に、柏
市 内 各 地 で 行 わ れ る
色々なバザーに積極的

に出店しています。又、収益金は貴重な施設運営費に
なっております。バザーで好評な出品物は,バザー開
催の主催者により違いますが、学習グッズ類は全般的
に人気品です。｣ 

「朋生園「朋生園「朋生園「朋生園祭祭祭祭」」」」 

「朋生園」「朋生園」「朋生園」「朋生園」 

バザーで残った品物バザーで残った品物バザーで残った品物バザーで残った品物は、ふるさと協議会スタッ
フ全員で仕分け包装をして,中原中学校に隣接してい
る知的障がい福祉サービス事業所（多機能型）「柏市「柏市「柏市「柏市
立立立立    朋生園」朋生園」朋生園」朋生園」へ提供します。 

バザーの収益金バザーの収益金バザーの収益金バザーの収益金のののの一部一部一部一部は要介護 3 以上の方のご
家族への応援として、12月にシクラメンの贈呈など、
福祉基金として地域の福祉に役立てられます。 

 

ふるさと協議会恒例の「ふ「ふ「ふ「ふ
るさとふれあいまつり」るさとふれあいまつり」るさとふれあいまつり」るさとふれあいまつり」が富
里近隣センターにて開催され
ます。メインイベントのリサリサリサリサ
イクルバザーイクルバザーイクルバザーイクルバザー (会議室)や、グルメ模擬店(駐車場)、
こども広場(裏庭)、演芸大会(和室)などの催しが楽し
めます。地域の皆さん大勢のご来場をお待ちします。 
 

「朋生園「朋生園「朋生園「朋生園祭祭祭祭バザーバザーバザーバザー」」」」 

編集・制作：広報部 koho@fk-tomisato.net  
お問合せ：℡ 04040404----7173717371737173----9531953195319531（富里近隣センター）（富里近隣センター）（富里近隣センター）（富里近隣センター） 
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令和 2年 2月 1日発行 ふるさと通信 第 136号(2)  令和 2年 2月 1日発行 ふるさと通信 第 136号(3) 

      

 

長年の功労に感謝長年の功労に感謝長年の功労に感謝長年の功労に感謝    

柏市住民福祉大会（柏市住民福祉大会（柏市住民福祉大会（柏市住民福祉大会（12121212月月月月 14141414日）日）日）日）

 豊西、豊東町会の拠点である豊町ふるさと会館で消
防訓練が行われました。同会館では毎年 1 月に訓練を

 長年にわたり社会福祉の向上に尽力された方々を表彰
し感謝の意を表する大会があり、毎年開催している柏市
住民福祉大会が 12月 14日、アミュゼ柏クリスタルホー
ルで開催されました。 
富里地域からは以下の方々が表彰されました。 

 
 

あなたの町の民生委員･児童委員あなたの町の民生委員･児童委員あなたの町の民生委員･児童委員あなたの町の民生委員･児童委員    

《新任の方々》 

氏名（敬称略） 町 会 

大塚 良子 富 里 

石塚美奈子 緑ヶ丘 

村山 実樹 泉 町 

関本 利雄 豊 東 

濱津 典子 豊 西 

 

富里地区民生委員児童委員は、定数 27名ですが現在 25名で活動しております。私達民生委員児童委員は
地域の皆さまの身近な相談役として、必要に応じて関係機関につなぎ、見守ることを念頭に活動しておりま
す。昨年 12月に 3年に 1度の一斉改選があり、富里地区は 7名の方が退任され、新たに 5名の方が委嘱さ
れました。新任の方と共に地域の皆様のご協力を得て活動して参りますので、宜しくお願い致します。 

 要介護 3 以上の方を介
護しているご家族（34人）
にシクラメンの花を贈呈
しました。 

消防訓練消防訓練消防訓練消防訓練    

豊町ふるさと会館豊町ふるさと会館豊町ふるさと会館豊町ふるさと会館（（（（1111 月月月月 25252525 日）日）日）日）    

新春懇談会新春懇談会新春懇談会新春懇談会    

ふる協・防犯協会合同ふる協・防犯協会合同ふる協・防犯協会合同ふる協・防犯協会合同（（（（1111 月月月月 11111111 日）日）日）日）    

 富里地域ふるさと協議会と防
犯協会富里支部との合同の新春
懇親会が朝日町会館にて開催さ
れました。 

町 会 氏名（敬称略） 

緑ヶ丘 
池田 元久、伊籐 晶男、大田 みつる、
金山 進、鴻巣 光毅、小林 秀雄、 
麓 正明、外村 晶宏、安岡 俊明 

通 一 
島田 英司、千代田 裕弘、山口 清司、
下山 幸一 

富 里 岩佐 祐義 

豊 東 
上原 清美、花田 良徳、苗村 三保子、
福島 みどり 

栄 町 河内 留実、渡辺 宏美 

泉 町 渡辺 宏美 

地域外 奥田 ゆかり 

 

 今年度から
役員になられ
た方から 
『水谷会長の
もと 5年間、役
員を続けて下

さった皆様に感謝したいと思うことです。 
 長年、泉町町会は毎年新役員選出に皆様ご苦労さ
れてきましたので、水谷会長になられてから今まで
例のない5年間にわたる役員の皆様の活動は団結力
のたまものと思います。 
 私も昨年から役員の一員として町会の行事に参
加させてもらって特に思いました。 

 泉町、月 1回の「いずみサ
ロン」では参加者に対する
目くばり、気くばり、心くば
りの気遣い、優しさには目
を見はるものがあり、私自
身、心から感謝したいこと
です。そして、今後の新役員
の皆様の力になると思いま
す。これからの泉町の発展

と元気な町会を期待しております。これからもどうぞ
よろしくお願いいたします。 

       （泉町会 石橋恵子）』
との話がありました。 

＝＝＝＝    泉町町会に思うこと泉町町会に思うこと泉町町会に思うこと泉町町会に思うこと    ＝＝＝＝    

泉町泉町泉町泉町町会町会町会町会編編編編    

 泉町町会の「いずみサロン」
は、会館がないので、朝日町会
館をお借りして、年 6 回開催
しています。 

 私達が年に 2 回行ってい
る講座には、多くの方に参加
して頂き、地域の皆さんと一
緒に、楽しくお料理を学んだ

お知らせにいつも挿し絵を
描いていますのが、生活環
境部員の栄町の鈴木邦江さ

り、フラワーアレンジの作品を仕上げたりしまし
た。 
 講座の案内は回覧でお知らせしていますが、この

生活環境部生活環境部生活環境部生活環境部    

挿挿挿挿しししし絵絵絵絵もももも注目注目注目注目！！！！ 

んでいます。 
これからも参加者が増える

よう努力していきたいと思い

 最初はどうしたら皆さんに楽しんで頂けるか手探
り状態でしたが、皆さんの協力で参加される方も増
え、ゲーム・折り紙・時には勉強会などを企画し楽し

ます。            （代表 三澤尚美）

楽楽楽楽しくおしゃべりしくおしゃべりしくおしゃべりしくおしゃべり    

こんな活動をしていますこんな活動をしていますこんな活動をしていますこんな活動をしています    

んです。 
 パソコンでイラストを見つけることができる時
代ですが、講座の内容に合わせて、手描きの挿し絵
をいくつか準備し、回覧作成の日に、その中から選
んで印刷しています。次回の回覧から、どうぞ講座
の内容とともに挿し絵もごゆっくりご覧になって
みて下さい。      （部長 佐々木由美子）

いずみサロンいずみサロンいずみサロンいずみサロン    

1月 26日、いずみサロンの取材をしました。 

柏東口第 2 包括支援センター長の神谷昌宏さん、
消費生活コーディネーターの溝田節子さんから生活
にかかわる講話がありました。 

（取材：広報部 川田芳史）

柏柏柏柏第三小学校第三小学校第三小学校第三小学校 

 令和元年 9 月より、本校教頭として着
任しました石井剛範と申します。8 月ま
での約 3 年半、教育委員会に勤務してお
りました。 
柏三小には昨年度から関わりがありま

した。子どもの学力向上と教員の授業改善を目指した
「算数プロジェクト」という、教育委員会の事業があり
ます。その事業に柏三小は実践校として取り組んでい

るので、私は週 1日程度、担当として学校訪問をさせ
ていただいていました。 
訪問をして感じた子どもの印象ですが、挨拶がよくで
き、礼儀正しいということ、また、学習に対して意欲
的でまじめに取り組む素晴らしさがあることです。 
着任して２か月ほど経ちますが、その印象は今でも変
わりません。今後、本校の教頭として、保護者や地域
の皆様とともに、子どもにとって学校が「楽しい場所」
であり、そして、「健やかに成長できる場所」であるよ
う、全力で頑張りたいと思います。 
よろしくお願いいたします。  （教頭 石井剛範） 

※本投稿は令和元年 11月に頂いたものです。

 令和初の新春餅つき大会が豊小学校校庭で開催され

新春餅つき大会新春餅つき大会新春餅つき大会新春餅つき大会    

豊町東町会豊町東町会豊町東町会豊町東町会（（（（1111 月月月月 11112222 日）日）日）日）    

ました。主催の豊町東町会で
は避難場所である校庭で煮炊
きをして来場者に配るこのイ
ベントを、「防災訓練」と位置
づけています。年を追うごと
にイベントも規模が大きくな
り、よさこいチームの「姫楽
童」の踊りをはじめ、柏元気太
鼓の演奏、おなじみとなった

「柏若鳶会」は柏市の出初式を終えた後、豊小に駆け

行っており、こ
の日を町内の防
災点検の日と
し、消火器や煙
探知機などの消
費期限や非常食
の在庫などを確
かめることにし
ています。この

つけてはしご乗り
の妙技を披露して
くれました。用意
した 90kg のお餅

日も柏東部署の職
員の指導を受けた
あと、非常用に炊い
た白米と非常食用
レトルトカレーの
試食をして訓練を
終えました。 

もきれいになくなりスタ
ッフの皆さんも嬉しそう
でした。 



令和 2年 2月 1日発行 ふるさと通信 第 136号(2)  令和 2年 2月 1日発行 ふるさと通信 第 136号(3) 

      

 

長年の功労に感謝長年の功労に感謝長年の功労に感謝長年の功労に感謝    

柏市住民福祉大会（柏市住民福祉大会（柏市住民福祉大会（柏市住民福祉大会（12121212月月月月 14141414日）日）日）日）

 豊西、豊東町会の拠点である豊町ふるさと会館で消
防訓練が行われました。同会館では毎年 1 月に訓練を

 長年にわたり社会福祉の向上に尽力された方々を表彰
し感謝の意を表する大会があり、毎年開催している柏市
住民福祉大会が 12月 14日、アミュゼ柏クリスタルホー
ルで開催されました。 
富里地域からは以下の方々が表彰されました。 

 
 

あなたの町の民生委員･児童委員あなたの町の民生委員･児童委員あなたの町の民生委員･児童委員あなたの町の民生委員･児童委員    

《新任の方々》 

氏名（敬称略） 町 会 

大塚 良子 富 里 

石塚美奈子 緑ヶ丘 

村山 実樹 泉 町 

関本 利雄 豊 東 

濱津 典子 豊 西 

 

富里地区民生委員児童委員は、定数 27名ですが現在 25名で活動しております。私達民生委員児童委員は
地域の皆さまの身近な相談役として、必要に応じて関係機関につなぎ、見守ることを念頭に活動しておりま
す。昨年 12月に 3年に 1度の一斉改選があり、富里地区は 7名の方が退任され、新たに 5名の方が委嘱さ
れました。新任の方と共に地域の皆様のご協力を得て活動して参りますので、宜しくお願い致します。 

 要介護 3 以上の方を介
護しているご家族（34人）
にシクラメンの花を贈呈
しました。 

消防訓練消防訓練消防訓練消防訓練    

豊町ふるさと会館豊町ふるさと会館豊町ふるさと会館豊町ふるさと会館（（（（1111 月月月月 25252525 日）日）日）日）    

新春懇談会新春懇談会新春懇談会新春懇談会    

ふる協・防犯協会合同ふる協・防犯協会合同ふる協・防犯協会合同ふる協・防犯協会合同（（（（1111 月月月月 11111111 日）日）日）日）    

 富里地域ふるさと協議会と防
犯協会富里支部との合同の新春
懇親会が朝日町会館にて開催さ
れました。 

町 会 氏名（敬称略） 

緑ヶ丘 
池田 元久、伊籐 晶男、大田 みつる、
金山 進、鴻巣 光毅、小林 秀雄、 
麓 正明、外村 晶宏、安岡 俊明 

通 一 
島田 英司、千代田 裕弘、山口 清司、
下山 幸一 

富 里 岩佐 祐義 

豊 東 
上原 清美、花田 良徳、苗村 三保子、
福島 みどり 

栄 町 河内 留実、渡辺 宏美 

泉 町 渡辺 宏美 

地域外 奥田 ゆかり 

 

 今年度から
役員になられ
た方から 
『水谷会長の
もと 5年間、役
員を続けて下

さった皆様に感謝したいと思うことです。 
 長年、泉町町会は毎年新役員選出に皆様ご苦労さ
れてきましたので、水谷会長になられてから今まで
例のない5年間にわたる役員の皆様の活動は団結力
のたまものと思います。 
 私も昨年から役員の一員として町会の行事に参
加させてもらって特に思いました。 

 泉町、月 1回の「いずみサ
ロン」では参加者に対する
目くばり、気くばり、心くば
りの気遣い、優しさには目
を見はるものがあり、私自
身、心から感謝したいこと
です。そして、今後の新役員
の皆様の力になると思いま
す。これからの泉町の発展

と元気な町会を期待しております。これからもどうぞ
よろしくお願いいたします。 

       （泉町会 石橋恵子）』
との話がありました。 

＝＝＝＝    泉町町会に思うこと泉町町会に思うこと泉町町会に思うこと泉町町会に思うこと    ＝＝＝＝    

泉町泉町泉町泉町町会町会町会町会編編編編    

 泉町町会の「いずみサロン」
は、会館がないので、朝日町会
館をお借りして、年 6 回開催
しています。 

 私達が年に 2 回行ってい
る講座には、多くの方に参加
して頂き、地域の皆さんと一
緒に、楽しくお料理を学んだ

お知らせにいつも挿し絵を
描いていますのが、生活環
境部員の栄町の鈴木邦江さ

り、フラワーアレンジの作品を仕上げたりしまし
た。 
 講座の案内は回覧でお知らせしていますが、この

生活環境部生活環境部生活環境部生活環境部    

挿挿挿挿しししし絵絵絵絵もももも注目注目注目注目！！！！ 

んでいます。 
これからも参加者が増える

よう努力していきたいと思い

 最初はどうしたら皆さんに楽しんで頂けるか手探
り状態でしたが、皆さんの協力で参加される方も増
え、ゲーム・折り紙・時には勉強会などを企画し楽し

ます。            （代表 三澤尚美）

楽楽楽楽しくおしゃべりしくおしゃべりしくおしゃべりしくおしゃべり    

こんな活動をしていますこんな活動をしていますこんな活動をしていますこんな活動をしています    

んです。 
 パソコンでイラストを見つけることができる時
代ですが、講座の内容に合わせて、手描きの挿し絵
をいくつか準備し、回覧作成の日に、その中から選
んで印刷しています。次回の回覧から、どうぞ講座
の内容とともに挿し絵もごゆっくりご覧になって
みて下さい。      （部長 佐々木由美子）

いずみサロンいずみサロンいずみサロンいずみサロン    

1月 26日、いずみサロンの取材をしました。 

柏東口第 2 包括支援センター長の神谷昌宏さん、
消費生活コーディネーターの溝田節子さんから生活
にかかわる講話がありました。 

（取材：広報部 川田芳史）

柏柏柏柏第三小学校第三小学校第三小学校第三小学校 

 令和元年 9 月より、本校教頭として着
任しました石井剛範と申します。8 月ま
での約 3 年半、教育委員会に勤務してお
りました。 
柏三小には昨年度から関わりがありま

した。子どもの学力向上と教員の授業改善を目指した
「算数プロジェクト」という、教育委員会の事業があり
ます。その事業に柏三小は実践校として取り組んでい

るので、私は週 1日程度、担当として学校訪問をさせ
ていただいていました。 
訪問をして感じた子どもの印象ですが、挨拶がよくで
き、礼儀正しいということ、また、学習に対して意欲
的でまじめに取り組む素晴らしさがあることです。 
着任して２か月ほど経ちますが、その印象は今でも変
わりません。今後、本校の教頭として、保護者や地域
の皆様とともに、子どもにとって学校が「楽しい場所」
であり、そして、「健やかに成長できる場所」であるよ
う、全力で頑張りたいと思います。 
よろしくお願いいたします。  （教頭 石井剛範） 

※本投稿は令和元年 11月に頂いたものです。

 令和初の新春餅つき大会が豊小学校校庭で開催され

新春餅つき大会新春餅つき大会新春餅つき大会新春餅つき大会    

豊町東町会豊町東町会豊町東町会豊町東町会（（（（1111 月月月月 11112222 日）日）日）日）    

ました。主催の豊町東町会で
は避難場所である校庭で煮炊
きをして来場者に配るこのイ
ベントを、「防災訓練」と位置
づけています。年を追うごと
にイベントも規模が大きくな
り、よさこいチームの「姫楽
童」の踊りをはじめ、柏元気太
鼓の演奏、おなじみとなった

「柏若鳶会」は柏市の出初式を終えた後、豊小に駆け

行っており、こ
の日を町内の防
災点検の日と
し、消火器や煙
探知機などの消
費期限や非常食
の在庫などを確
かめることにし
ています。この

つけてはしご乗り
の妙技を披露して
くれました。用意
した 90kg のお餅

日も柏東部署の職
員の指導を受けた
あと、非常用に炊い
た白米と非常食用
レトルトカレーの
試食をして訓練を
終えました。 

もきれいになくなりスタ
ッフの皆さんも嬉しそう
でした。 



 

令和 2年 2月 1日発行 ふるさと通信 第 136号(4)  令和 2年 2月 1日発行 ふるさと通信 第 136号(1) 

   

富里地域の主なスケジュール富里地域の主なスケジュール富里地域の主なスケジュール富里地域の主なスケジュール    2/162/162/162/16～～～～4/154/154/154/15    
問い合わせ：近隣センター 04-7173-9531 ※2020年 1月 18日時点の情報です。ご了承ください。 

近隣近隣近隣近隣センターセンターセンターセンター休館日休館日休館日休館日    

2222月月月月 11117777日（月）日（月）日（月）日（月）    
3333月月月月 16161616日日日日（月（月（月（月））））    

捨てない）②②②②白菜を１枚
ずつはがし、白菜と豚肉
を交互に３～４回重ね、
５ｃｍ幅に切る。鍋のフ
チに沿って敷きはじめ、
鍋の中央まで詰めてい
く。（深めの鍋の方が安
心）③③③③ほんだし、酒、①
の大根おろし（汁ごと）
を鍋に投入し、中火にか

 空気の乾燥が気になるこの時期。風邪にかかりやす
く、のどの痛みやせきの症状が現れます。「大根おろし
に医者いらず」と言われ、大根の辛味成分には炎症を鎮
め、せきを止め、殺菌の働きがあります。また、酵素の
ジアスタ－ゼやアミラ－ゼが豊富に含まれ、疲れた胃腸
の働きを助け食欲不振を改善すると言われます。 
そこで、我が家の大根おろしを大量に使った「簡単ミ

ルフィーユ雪見鍋｣をご紹介。２人前の材料は、白菜１
／４株、豚バラのスライス３００ｇ、大根１本、ほんだ
し大さじ２、酒大さじ３、ポン酢 200cc、柚子こしょう
（七味唐辛子、おろし生姜、白髪ネギなどお好みで）で
す。作り方は①①①①大根の皮をむいておろす。（大根の汁は

 

～～～～    冬はヒートショックに注意冬はヒートショックに注意冬はヒートショックに注意冬はヒートショックに注意    ～～～～ 

「消費生活コーディネーター 溝田節子」 

浴室や脱衣所、トイレの使用前の急激な温度の変化に
よって血圧が変動し身体に大きな負担が掛かってしまう
現象。心筋梗塞や脳梗塞を起こす場合がある。 
【防ぐには】 
・入浴前に水分をとり、脱衣所を暖める。 
・長湯せず、浴槽から急に立ち上がらない。 
・食後や薬を飲んだ直後、又は、アルコールが 

  抜けていない状態での入浴は控える。 

相談窓口：柏市消費生活センター 
消費者ホットライン：188 
電話：04-7164-4100 

 

～～～～    電話ｄｅ詐欺電話ｄｅ詐欺電話ｄｅ詐欺電話ｄｅ詐欺    ～～～～    
 千葉県の詐欺件数の中で、柏市は毎年ワースト 5位
までに含まれています。お金お金お金お金やキャッシュカードキャッシュカードキャッシュカードキャッシュカードの話
やなりすまし訪問など、注意してください 

日時 イベント名 窓口 

2月 17日(月) 10:00～ 豊友サロン（豊町ふるさと会館） 地域ボランティア部 

 19日(水) 10:00～ ふれあい食事会（近隣センター） 高齢者福祉部 

 20日(木) 10:00～ どんぐりすくすくクラブ（豊小子供ルーム） 児童保健福祉部 

 23日(日) 10:00～ 緑ヶ丘ふれあいサロン（緑ヶ丘会館） 地域ボランティア 

 26日(水) 10:00～ 母と子の集い【親子体操】（富里近隣センター） 健康づくり推進委員 

3月 2日(月) 10:00～ 豊友サロン（豊町ふるさと会館） 地域ボランティア部 

 4日(水) 10:00～ どんぐりすくすくクラブ（三小子供ルーム） 児童保健福祉 

 7日(土) 10:00～ 定例役員会（近隣センター）・ふれあいまつり全大会 ふるさと協議会 

 8日(日) 10:00～ いずみサロン（朝日会館） 地域ボランティア 

 10日(火) 10:00～ 母と子の集い【防災講座】（富里近隣センター） 健康づくり推進委員 

 11日(水) 10:00～ 富里ゆうゆうサロン（近隣センター） 地域ボランティア 

 14日(土) 9:30～ ふるさとふれあいまつり（富里近隣センター） 文化部 

 15日(日) 10:00～ あさひサロン（朝日会館） 地域補ランティア 

 16日(月) 10:00～ 豊友サロン（豊町ふるさと会館） 地域ボランティア部 

 17日(火)  第三小学校・豊小学校卒業式  

 18日(水) 10:00～ ふれあい食事会（近隣センター） 高齢者福祉部 

 22日(日) 10:00～ 緑ヶ丘ふれあいサロン（緑ヶ丘会館） 地域ボランティア 

4月 1日(水) 10:00～ どんぐりすくすくクラブ（富里近隣センター） 児童保健福祉部 

 4日(土) 10:00～ 定例役員会（近隣センター） ふるさと協議会 

 6日(月) 10:00～ 豊友サロン（豊町ふるさと会館） 地域ボランティア部 
 
 

8日(水) 10:00～ 富里ゆうゆうサロン（近隣センター） 地域ボランティア 

 14日(火) 10:00～ 母と子の集い（富里近隣センター） 健康づくり推進委員 

 15日(水) 10:00～ ふれあい食事会（近隣センター） 高齢者福祉部 
 

ける。④④④④グツグツしてきたら、蓋をして弱火でゆっくり
２０分。⑤⑤⑤⑤はい、出来上がり！ポン酢に柚子こしょうな
どを加えたピリ辛タレにつけて召し上がれ～っ！ 

今号でセンターの担当は最終回です。今号でセンターの担当は最終回です。今号でセンターの担当は最終回です。今号でセンターの担当は最終回です。    
3年間のご愛読、ありがとうございました。 

(出典：お天気.com のサイトより)

発行：柏市富里地域ふるさと協議会・富里地区社協部会 
http://www.fk-tomisato.net/ 

「柏市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。 

開催日開催日開催日開催日：：：：2020202020202020 年年年年 3333 月月月月 14141414 日日日日((((土土土土))))    
場場場場        所：富里近隣センター（全所：富里近隣センター（全所：富里近隣センター（全所：富里近隣センター（全    館）館）館）館）    

催催催催        物：リサイクルバザー物：リサイクルバザー物：リサイクルバザー物：リサイクルバザー        ９９９９::::３０３０３０３０～（予定）～（予定）～（予定）～（予定）    

                    演芸大会演芸大会演芸大会演芸大会                １０１０１０１０::::００００００００～（予定）～（予定）～（予定）～（予定）                

                    模擬店模擬店模擬店模擬店                    １０１０１０１０::::００００００００～（予定）～（予定）～（予定）～（予定）    

                    子供子供子供子供広場広場広場広場                    ９９９９::::００～（予定）００～（予定）００～（予定）００～（予定）    

                    ※時間は※時間は※時間は※時間は変更になる変更になる変更になる変更になることことことことががががあります。あります。あります。あります。    

 

出品の協力出品の協力出品の協力出品の協力ををををお願いお願いお願いお願い 
地域の皆さんに、リサイクルバザーへの出品
の協力をお願いします。 
出品方法等については、各町会または回覧に
てご確認ください。 
 尚、人形や古着（着古したもの）の出品は
ご遠慮頂きたくお願いします。 

★★★★★★★★    柏市立柏市立柏市立柏市立    朋生園について朋生園について朋生園について朋生園について    ★★ 
「朋生園」は、社会福「朋生園」は、社会福「朋生園」は、社会福「朋生園」は、社会福
祉法人「かたくり会」祉法人「かたくり会」祉法人「かたくり会」祉法人「かたくり会」
が運営する、知的障がが運営する、知的障がが運営する、知的障がが運営する、知的障が
い者の生活介護・就労い者の生活介護・就労い者の生活介護・就労い者の生活介護・就労
継続支援継続支援継続支援継続支援を行うを行うを行うを行う通所型通所型通所型通所型
のののの福祉事業所です。福祉事業所です。福祉事業所です。福祉事業所です。    
園のモットーは“知園のモットーは“知園のモットーは“知園のモットーは“知

的障がい者が知的ハンデイを持っていることをその的障がい者が知的ハンデイを持っていることをその的障がい者が知的ハンデイを持っていることをその的障がい者が知的ハンデイを持っていることをその
まま受け止め、その人らしく、地域社会の一員としまま受け止め、その人らしく、地域社会の一員としまま受け止め、その人らしく、地域社会の一員としまま受け止め、その人らしく、地域社会の一員とし
て生きていけるように支援していくこと”です。て生きていけるように支援していくこと”です。て生きていけるように支援していくこと”です。て生きていけるように支援していくこと”です。    

※ ｢かたくり会」｢かたくり会」｢かたくり会」｢かたくり会」((((朋生園）朋生園）朋生園）朋生園）    
URLURLURLURL::::hhhhttp://katakurikai.or.jp/ttp://katakurikai.or.jp/ttp://katakurikai.or.jp/ttp://katakurikai.or.jp/ 

ふるさと協議会からふるさと協議会からふるさと協議会からふるさと協議会から提供された品物提供された品物提供された品物提供された品物は、は、は、は、どのよ
うに活用されているのか「朋生園」岩田浩一施設長に
お聞きしました。 

｢提供品は、施設利用者・
養護者・保護者・ボランテイ
アの方々で仕分け・保管し、
各施設のバザー会場に出品
します。毎年 10 月に行われ
る、地域の皆さんもたくさ
ん来園する「朋生園祭」での

リサイクルバザーは目
玉イベンﾄです。施設の
運営方針のひとつであ
る“地域との交流を積極
的に行い、障がい者理解
を広げる”の具現化に、柏
市 内 各 地 で 行 わ れ る
色々なバザーに積極的

に出店しています。又、収益金は貴重な施設運営費に
なっております。バザーで好評な出品物は,バザー開
催の主催者により違いますが、学習グッズ類は全般的
に人気品です。｣ 

「朋生園「朋生園「朋生園「朋生園祭祭祭祭」」」」 

「朋生園」「朋生園」「朋生園」「朋生園」 

バザーで残った品物バザーで残った品物バザーで残った品物バザーで残った品物は、ふるさと協議会スタッ
フ全員で仕分け包装をして,中原中学校に隣接してい
る知的障がい福祉サービス事業所（多機能型）「柏市「柏市「柏市「柏市
立立立立    朋生園」朋生園」朋生園」朋生園」へ提供します。 

バザーの収益金バザーの収益金バザーの収益金バザーの収益金のののの一部一部一部一部は要介護 3 以上の方のご
家族への応援として、12月にシクラメンの贈呈など、
福祉基金として地域の福祉に役立てられます。 

 

ふるさと協議会恒例の「ふ「ふ「ふ「ふ
るさとふれあいまつり」るさとふれあいまつり」るさとふれあいまつり」るさとふれあいまつり」が富
里近隣センターにて開催され
ます。メインイベントのリサリサリサリサ
イクルバザーイクルバザーイクルバザーイクルバザー (会議室)や、グルメ模擬店(駐車場)、
こども広場(裏庭)、演芸大会(和室)などの催しが楽し
めます。地域の皆さん大勢のご来場をお待ちします。 
 

「朋生園「朋生園「朋生園「朋生園祭祭祭祭バザーバザーバザーバザー」」」」 

編集・制作：広報部 koho@fk-tomisato.net  
お問合せ：℡ 04040404----7173717371737173----9531953195319531（富里近隣センター）（富里近隣センター）（富里近隣センター）（富里近隣センター） 
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