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会  長  挨  拶   
 風早北部地域にお住まいの皆様におかれましては、酷暑とコロナ禍、

ご家族や自分自身のご健康を十分注意されていることと存じます。  

ふるさと協議会としては、明るい住みよい街づくりを目指して、地域

の皆様に少しでもお役に立ちたい想いで活動しております。 

 子供達が将来、この地域を「ふるさと」として言えるような「安心・

安全・近くの助け合い」への活動、そして、人生 100 歳時代、増加して

いる高齢者への様々な課題解決に向けた取り組みを進めています。 

 このコロナウィルス感染症の終息が見えない中、少しでもイベント開催出来ないか、

コロナ感染防止を第一に模索していることにご理解下さい。 

その中で、地域づくり講演会や地区社協部が中心となり、子ども食堂の発展や徘徊を

含め高齢者の現実の課題認識の講演会、更に、地域防災活動強化のため、自治会等代表

者の意見交換を実施しています。  

加えて、風早北部地域ふるさと協議会ホームページをリニューアルし、地域の方々の

活動が多くの方に知って頂けるようにいたしました。投稿が可能なため、多くの団体の

活動の投稿をお待ちしております。 

極暑、コロナ禍の折り、皆様のご健勝をお祈りいたします。 

新ホームページのキーワードは 風早北部ふるさと で検索してね    

アドレスは https://www.kazakita.org 
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今 年 度 事 業 計 画 の 概 要 

           

 

 
総務部   地域づくり講演会             期日  R４年 ５月２９日(日) 実施 

      風北ふるさとウォークラリー        期日  R４年 ６月 ４日(土) 中止 

      第１２回ふるさと夏祭り・または代替企画  期日  R４年 秋 

      第４１回沼南まつり            期日  R４年１０月 

      大津ヶ丘ふるさとまつり          期日  R４年１１月 

      健康づくり推進事業            期日  毎月開催 

      ICT活用推進事業             期日  必要に応じて随時 

      視察研修の実施              期日  未定 

広報部   広報しょうなん              年３回 発行 

      ホームページの運営・ふる協 PR 資料の編集発行 期日  随時 

環境部   ごみゼロ運動               期日  R４年 ５月２９日(日) 一部参加 

      植栽運動の実施              期日  未定 

      視察研修の実施              期日  未定 

防犯防災部 防犯防災活動に対する意見交換会      期日  第４土曜日 

      防犯防災情報の住民向け配信        期日  毎月１回以上 

      地域一斉防災訓練             期日  11月上旬 

      地域女性住民を核とした防災活動サークル 風北ジョイナスをバックアップ 

地区社協部 大津ヶ丘・塚崎地区社会福祉協議会 

       役員会(月１回)・地区懇談会(１０月)・バスの旅(秋頃)・大津川を歩こう会(４月・１１月) 

       高齢者慰問活動(９月)・ふれあいの会(１２月)・委員、福祉委員視察研修(１１月)・ 

友愛訪問活動(随時)・栄養講座・ボランティア育成講座・サロン交流会・サロン活動・ 

日常生活支援事業・世代間交流事業・福祉委員見守り活動・広報誌発行(年４回) 

      風早北部地区社会福祉協議会 

       監事会(７月・１０月) ・サロン交流会(６月)・介護など学べる講座(１０月)・料理教室(６月・１２月) 

委員視察研修(７月)・日帰り旅行(１０月)・地区懇談会(１０月)・一般講座(１１月)・ 

ふれあいの会(１２月)・福祉はてな教室(１１月)・各部員研修・ふれあい講座(３月) 

       サロン、喫茶活動・高齢者見守りの活動(敬老祝品の配布９月)・ 

       日常生活支援事業「あいあいの会」研修会、研修会６月・広報誌発行３回 

      地区社協部事業の開催  

       両地区社協共催による講座の開催       期日・内容等未定 

      風早北部地域ささえあい会議「ひまわりっこ」活動支援 

       子ども食堂支援、フードパントリーでのお弁当・食料品の配布支援 

新規・政策的事業 

      地域ささえあい事業の実施・地域生活情報等ネットワーク推進事業の実施 

 

     
 

 ５月２９日に地域づくり講演会を沼南近

隣センター大ホールにて開催しました。人

数制限の中、１００名を超える地域づくり

関連者の方々にご来場いただきました。 

アンケートでは、好評価を多くの方々にい

ただき、継続した開催を望む声も多く、今後

も地域づくり研究会を開催予定です。 
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令和４年度 柏市風早北部地域ふるさと協議会 役員名簿 

体操・ストレッチ・盆踊り（健康づくり推進事業）のご案内 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 毎月第１土曜日１０時～沼南近隣センター保育室で活動しています！ 

8月はお休みです。次回は 9月 3日（土）となります。 

体を動かして健康づくり！お気軽にご参加ください！ 

所 属 ・ 役 職 名 等

牧野　好延 まきの よしのぶ 塚崎区　区長

石田　謙二 いしだ けんじ 手賀の杜自治会　元自治会長

鈴木　清丞 すずき せいじょう 五條谷区（協議会推薦）

小野　洋子 おの ようこ 大津ヶ丘一丁目町会　元町会長

兼 鈴木　清丞 すずき せいじょう 五條谷区（協議会推薦）

板井　敏子 いたい としこ 風早北部地区民生委員児童委員協議会

林　　光速 はやし みつはや 大島田区　区長

下大沢　雅子 しもおおさわ まさこ 大津ケ丘・塚崎地区社会福祉協議会 副会長

室井　三千代 むろい みちよ 風早北部地区民生委員児童委員協議会 会長

松下　弓子 まつした ゆみこ 大津ケ丘一丁目町会（協議会推薦）

笹本　さつき ささもと さつき 大津ケ丘四丁目町会（民生委員児童委員）

部　長 海老沼　洋介 えびぬま ようすけ 大井区（協議会推薦）

木下　昌子 きのした しょうこ 大津ケ丘二丁目町会　元会長

新 安井　和子 やすい かずこ 塚崎区（地区推薦）

部　長 長谷川　寛一 はせがわ かんいち 大島田区　元区長

西村　優樹 にしむら ゆうき 大井区

兼 眞間　信夫 しんま のぶお 塚崎二丁目（地区推薦）

部　長 新 飛井　伸一 とびい しんいち 五條谷区　区長

清水　操子 しみず みさこ 大井区（協議会推薦）

山村　勝弘 やまむら かつひろ 大島田区（協議会推薦）

部　長 古山　博之 ふるやま ひろゆき 手賀の杜自治会　元自治会長

安達　俊浩 あだち としひろ 大島田区　区長代理

眞間　信夫 しんま のぶお 塚崎二丁目（地区推薦）

部　長 高橋　朝彦 たかはし ともひこ 大津ヶ丘・塚崎地区社協　会長

副部長 廣岡　清 ひろおか きよし 風早北部地区社協　副会長

石戸　茂男 いしど しげお 五條谷区　元区長

新 薮崎　久之 やぶさき ひさゆき 箕輪区　区長

氏名の前の「兼」は兼任者、「新」は新任者です

富澤　和春 とみざわ かずはる ふるさと協議会　元会長

佐藤　嘉二 さとう よしじ ふるさと協議会　元副会長

地 区
社協部

監 査

相談役

広報部
副部長

環境部
副部長

防 犯
防災部 副部長

事 務 局 長

事 務 局 次 長

会 計

書 記

総務部
副部長

副 会 長

役　職　名 氏　　　名

会 長
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今秋は 「地域一斉防災訓練」 の実施を目指そう 
 

 

  

 

新型コロナ感染症拡大の影響で２年以上実施を断念していました風早北部地域一斉防災訓練

を今年１１月上旬に開催することを目指し、その準備作業がスタートします。具体的には下記画

像のように、毎月第四土曜日

に開催します「防災活動に関

する意見交換会」の機会に、

訓練参加を表明する団体役

員が中心となり検討を進め

ます                                

                        

                                             

                                                

 

 

 

 

  

                                                       

 

 

 

災害発生時、被害規模が大きくなれば国･県･市など公的支援が全
くあてにできなくなる可能性が高いことを自覚し、自らの避難のタイ
ミングや避難のノウハウを学んでおきましょう。《事前参加申込み制》  
 ８月２７日（土） 午前９時半～（約２時間）※ 
 沼南近隣センター内会議室を会場に実施予定 
 参加は無料 
 お申込みは電子メールで☞ boux2@kazakita.org  

※感染症拡大の情勢により開催日程を変更する場合があります。 

☆  編 集 後 記 ☆ 
新年度がスタートしました。収束しかけたコロナ感染症もまた広がりはじめていて、社会生活も人びとの交流

も制約の枠内で行わなければなりません。地域住民が以前のようにイキイキと活動ができる社会の実現を目

指し、役員一同での種々の活動を、感染症対策をとりつつ進めていきますので、住民の皆様のご理解、ご協

力、そして私たちの活動への参加をお願いいたします。              広報部長 長谷川 寛一 

【柏市風早北部地域ふるさと協議会 連絡先】 〒２７７－０９２２ 柏市大島田４４０－１ 

  柏市沼南近隣センター内 TEL:０４－７１９２－１１１１（直通）FAX: ０４－７１９２－１１１３ 

 

「８月２７日講習会参加希望」と書き添え、お名前もお知らせください 

防災活動に関する意見交換会への今期 6 月末時点での協議参加の団体： 

大井区(大木戸町会以外の９団体)･大島田区･塚崎区･塚崎二丁目自治会･同三丁目自治会･大津ヶ丘一

丁目町会･同二丁目町会･同三丁目町会･サンパワー区管理組合･大津ヶ丘第一住宅管理組合･同第三住

宅管理組合･同第五住宅管理組合･グランシティ大津ヶ丘団地管理組合･プロムナード大津ケ丘団地管

理組合･塚崎パークヴィラ自治会･リバティーヒル柏自治会･手賀の杜自治会の計２５団体 

《防犯防災部》 

掲載画像は６月２５日 

開催の第２回会議の 

様子です 

mailto:boux2@kazakita.org

