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富勢の行事 
 

 
 
 
 
 

市立柏病院は 決して「赤字体質」ではありませ

ん！                第 4回・専門分科会報告 
11 月 22 日(火)第 4 回（審議会）・専門分科会がウェ

ルネス柏で開催されました。相変わらず市民の関心も

高く、準備された傍聴席も埋め尽くされていました。 
審議内容は市立柏病院の経営状況の説明に始まり、

施設の現状・課題の説明、市民アンケートの実施報告、

県の地域医療構想など、詳細な提示資料の下で、様々

な意見や見解が交わされました。 
病院の経営状況については、H26 年 11 月に松葉中

にて行われた市民説明会で市は、「この病院は外来診療

比率が高く、赤字体質である」と言い切っていました。

ところが今回の資料では、H24～27 年度でみると「毎

年度の経常黒字分が将来の施設整備に向けた現金積立

となっています」に続いて「補助金等を除いたところ

でも、H26 年度までは、ほぼ収支同額ですが、H27 年

度では 1 億 7,400 万円の医業利益が出ています」とい

った説明になっています。外来診療比率が変わってい

ない基調でのコメントですから、2 年前の市民に向け

た「説明」は、一体何だったのか大きな疑問を感じた

ところです。 
「地域包括ケアシステム」の市立柏病院を目指しま

す！ 

私たちは、市立柏病院が建替えを機に、この地域周

辺を中心に、市民全体あるいは医療圏域住民にとって

も、より有益な病院になっていかねばならないと思っ

ています。そのためには医療圏域にある、他の病院や

医療機関との連携強化や、公立病院として担うべき分

野への進出など、目前にせまってきた超々高齢化社会

を見すえつつ、時代の要請に即した新しい「病院像」

を作り上げていかねばなりません。 
その点からも、今、柏市が目指している「健康長寿

の町づくり・地域包括ケアシステムの

構築」を、私たちの地域で私たち自ら

で具体的に取り組んでいくことが、大

きな意味を持つこととなります。病院

と地域とがより密接に結びついていく中

で、地域包括ケアシステムが活かされて

いくことで全市民・圏域住民にも役立つ

病院になる、と私たちは確信しています。

引き続き、審議会の動向にご注目下さ

い。 
次回の審議会は 12/20(火)14：00～ 

本庁舎 5 階 第 5・6 委員会室で行われ

ます。        【総務部取材】 
 

あけぼの山農業公園で 

今年もイルミネーション 

風車前広場を中心に広がるイルミネーションが、夜

のあけぼの山農業公園を彩ります。全てが手作りでオ

リジナリティーあふれるイルミネーションです。毎年

少しずつイルミネーションの数が増えています。 
今年は、どんなものが増えているのでしょうか？ 

是非足を運んで、お楽しみください。 
日時：11 月 25 日(金)~12 月 25 日(日) 17 時～21 時 
場所：あけぼの山農業公園風車前広場 
問合せ:あけぼの山農業公園 ７１３３－８８７７ 

【総務部 
取材】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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】 

12 月 7 日(水) 12:00～15:00 
★13:00～落語 南京玉すだれ 
1 月 11 日(水) 12:00～15:00 
★13:00～吟詠と舞い 
 珈琲(ホット)・紅茶・ 

昆布茶 100 円 
移動交番 

【柏警察署】 
12 月 8 日(木) 10:00～11:30 

布施近隣センター 
はらぺこさん 

【福祉事業部】 
12 月 16 日(金) 17:00～19:00 
布施近隣センター料理実習室 

柏おどり練習 
【体育部】 

12 月 17 日(土）19:00～ 
布施近隣センター和室 

子育てサロン 
はちのこ 

おしゃべり広場 
かるがも 

おしゃべり広場 
ふ せ  

おしゃべり広場 
【福祉事業部】 

母と子のつどい 
かるがも 

【柏市保健所 
地域健康づくり課】 

3 会場とも X`mas 会です 
12 月 13 日(火)10：00～11：30 

富勢西小学校 
12 月 15 日(木)10：00～11：30 
わらび（北柏駅前保育園） 

12 月 16 日(金)10：00～11：30 
富勢東小学校 
 
 

12 月 6 日(火) 1 月 10 日(火) 
10：00～11：30 
根戸近隣センター 
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問合せ TEL 7132-3100 

柏市布施 1196-5(柏市布施近隣センター内) 

http://www7a.biglobe.ne.jp/~furusatotomise/ 
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☆印→予約無し 
★印→予約有り 詳細と申込方法は「広報かしわ」

11/15,1/15 号で確認をして下さい。 
休室日は布施近隣センター休日に同じ 
 

34 名の民生委員児童委員(富勢地区)で再スタート！ 

12 月 1 日に柏市内 22 地区約 520 名、富勢地区では 34 名の民生委員児童

委員が委嘱されました。また児童福祉法の定める児童委員も兼ねることと

なっています。（以下、民生委員） 
民生委員の任期は 3 年(再任も可)で、任期満了に伴い一斉改選されまし

た。民生委員は各町会・自治会からの推薦を受け、また、主任児童委員は

ふるさと協議会から推薦を受け、市や県の推薦会を経て最終的には厚生労

働大臣から委嘱されるものです。 
民生委員は非常勤の地方公務員の扱いとなっていま

すが、無給のボランティアとして活動しています。 
来年は民生委員制度誕生 100 年となります。気持ち

を新たに、地域の見守りを通して、適切な支援やサー

ビスを市へ繋ぐ『つなぎ役』として役割を果たして、

まいりますので民生委員児童委員を宜しくお願い致し

ます。         【富勢地区 民生委員会長】 

「ホっとカフェ・オレンジ」のご案内 

認知症の方、その人達を介護されている方、認知症

に関わっている方が集まり、お茶を飲みながらおしゃ

べりや情報交換、専門家による相談を行っています。 
悩み相談、おしゃべり、気晴らしなど

など、認知症に関わることなら何でも

OK です。申し込みは不要ですのでお気

軽におこし下さい。 
場所：介護老人保健施設 はみんぐ  

１階喫茶スペース 
日時：毎月第三火曜日 13：30～15：30 

（この時間なら出入り自由） 
料金：参加費は無料。コーヒー、紅茶 1 杯 100 円 
主催・問い合わせ 
 ：北柏地域包括支援センター  

７１３０－７８００ 担当 大島  【寄稿】 

集まりした 211名の賛同者！ 

利根川クリーン作戦実施 

11 月 13 日(日) 好天に恵まれ、各町会・自治会単位

で利根川流域のゴミ拾いを実施しました。211 名と思

わぬ多くの参加者に、参加賞が足りなく慌てて補充す

る一幕も。県立柏高校の先生と生徒約 10 名が参加され

たことも、うれしいできごとでした。 
拾い集めたゴミは、ポイ捨ての空き缶・空きペット

ボトル 42 袋の他、テレビや扇風機・ケース入りの 1.8ℓ
の空ビンなど明らか

に不法投棄と思われ

るものもありました。 
日ごろから監視の

目を持って、防いで

いけたら、きれいな

利根川にしていける

のではないでしょう

か。  【環境部】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図書館だより 布施分館 ７１３２－３１９３ 

根戸分館 ７１３１－６０５３ 

年末年始の休館日のお知らせ 
27 年 12 月 28 日(水)～28 年 1 月 4 日(水) 

 (布施・根戸近隣センターのお休みは、 
12 月 29 日～1 月 3 日になります) 

遊戯室だより  電話 ７１３５－３９６０ 
☆0 才のじかん 

12 月 14 日(水)・28 日(水)  10:00～11:45 
対象：0 歳児と保護者 (直接どうぞ) 
内容：親子の交流の場です。是非いらして下さ

い。 
☆なかよし広場 

12 月 20 日(火)  10:00～11:45 
対象：0～3 歳児と保護者 (直接どうぞ) 
内容：親子の交流や情報交換の場です。親子の

ふれあい体操なども行います。 
★ハッピークリスマス 

12 月 12 日(月)  10:30～11:30 
対象：乳幼児と保護者  
先着 15 組 
内容：クリスマスを一緒に歌、 

絵本、かざり作りなど 
で楽しみます。  

★みんなでおにたいじ 
平成 29 年 1 月 27 日(金) 10:30～11:30 

対象：乳幼児と保護者 先着 15 組 
内容：おにのお面を作り、歌、絵本などで節分を

楽しみます。  

 

おはなし会だより 
・布施近隣センター (布施分館)  

12 月 17 日(土) 15:00～ 遊戯室 
・根戸近隣センター(根戸分館) 

12 月 2 日(金)H29 年 1 月 6 日(金) 10:30～ 和室 
12 月 24 日(土)  10:30～ 会議室Ｂ 
当日会場にお越しください。 

 


