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皆さまお健やかにお過ごしのことと

お慶び申し上げます

昨年 5 月、令和の新しい年に気持ちを新たにしたものの、10 月の八朔相撲大会を無事
に終えた後は、台風と雨の影響により、
「三世代ふれあい体育祭」
「利根川クリーン作戦」
「自主防災訓練」と戸外の行事を軒並みに中止する結果となりました。
本年は天候に恵まれ、すべての協議会活動が、計画通りの実行できることを祈願してお
ります。本年も当協議会活動にご支援、ご協力をよろしくお願い申し上げます。

開設して３年目

本年も笑顔でお待ちしています！

富勢ちいき♡いきいきセンターでは、地区担当の小
野をメインに職員 2 名体制で、「どこに相談したらよ
いかわからない」福祉のお困りごとの相談を受けつけ
ています。ご相談の内容によって、専門機関と連携し
て適切な窓口におつなぎしたり、地域の皆さまのお力
を借りながら日々相談業務を行っております。また、
窓口以外でも職員が地域の様々な行事や集まりに出向
くことがありますので、その際もお気軽にお声をかけ
て下さい。
相談業務の他にも年に 3 回、町会で回覧して頂い
ているミニコミ誌「ちいき」で
地域情報の発信を行っておりま
す。ぜひご覧ください。
本年も富勢ちいき♡いきいき
センターをご活用ください。ど
うぞよろしくお願い致します。
開設日：毎週火・水・金 10 時～16 時
電 話：04-7128-9871
場 所：布施近隣センター2 階ロビー内
【富勢ちいき♡いきいきセンター】

救命講習会 毎年好評です！
毎年恒例の講習会(普通救命講習 1)を開催します。心
肺蘇生法や AED の体験は、何度も行うことでイザと
いう時に役に立ちます。参加は、町会・自治会を通し
てお申込み下さい。受講者数 35 名まで。
日時：1 月 25 日(土) 9:00～12:00
場所：布施近隣センター 和室
【富勢地区自主防災防犯会】

子育てママの健康講座
子育て中のママと赤ちゃんを対象にベビー＆ママ
ヨガ教室を実施します。ぜひご参加ください。
日時 3 月 3 日（火）10：00～
場所 根戸近隣センター
講師 丸山和歌子先生
詳細は、本誌 2 月号でお知らせします。
【柏市民健康づくり推進委員】

富勢地域ふるさと協議会会長

後藤

敏

あわんとり 1 月 19 日(日) 雨天 26 日(日)
15:00 点火予定 布施弁天裏 トマトハウス裏
【消防団第一方面隊 第 6・7・8 分団】
布施弁天の豆まき 2 月 2 日(日)
13:30～と 15:30～の 2 回 布施弁天境内
【布施弁天】
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】

1 月 8 日(水) 12:00～15:00
★13:00～吟詠と落語
2 月 5 日(水) 12:00～15:00

移動交番
【柏警察署】
はらぺこさん
【福祉事業部】
柏おどり練習
【体育部】
救命講習会
【地区自主防災防犯会】

1 月 9 日(木) 10:00～11:00
布施近隣センター
1 月 17 日(金) 16：30～
布施近隣センター料理実習室
1 月 18 日(土) 19:00～
布施近隣センター和室
1 月 25 日(土) 9:00～12:00
左記参照

★13:00～オカリナ演奏
珈琲・紅茶・昆布茶 各 100 円

富勢地区ふれあいサロン
森のサロン・きらら
1/21 2/4・18 3/3・17
歩論館 (北柏 2 丁目）
12：00～15：00
ものがたり広場
1/7 ・10 ・21・24
ものがたり訪問看護 2/4 ・14 ・18 ・28
ステーション柏
3/3 ・13 ・17 ・27
(布施新町)
10:00～15:00
1/16 2/20 3/19
ひだまりサロン寺山
13：00～15：00
寺山ふるさと会館
利根なごみの会
利根ふるさと会館

1/19 2/16 3/15
13：00～15：00

脳トレ・チャレンジの会
北柏町会ふるさと会館

1/10 2/7 3/6
10：00～12：00
1/23 2/27 3/26
10：00～12：00

脳トレ・かわせみの会

根戸近隣センター

―両面ご覧下さい―

本年もこれまで通り運動を続けます！
市立柏病院現地建替え対策委員会
この問題に取り組み始めて、6 年が経過しました。
これが行政課題として議会などの場に示されたのは、
病院建物の老朽化ゆえのものでした。それが「移転」
の可能性がなくなるや、建替えには多額な建築費用を
要するので、病院はそれに対応し得る新たな収益構造
を持たねばならないとされ、その具体的な指標が「2
条件」の中の病床利用率 18 年度で 80％クリアでした。
その結果は 78.3％とわずかに及ばず、19 年度もこの
80％達成が求められている状況です。
市立柏病院は公立病院として、少なくとも平成 22
年以降黒字基調を継続しており、千葉県下でも 1・2 を
競うほどの実績を挙げてきた医療機関です。これは、
老朽化した建物や昔ながらの使い勝手の悪いレイア
ウトの中ながらも、病院の医師・看護師・職員の方た
ちの涙ぐましいまでの努力のものです。そしてさらに、
これらを総合的・有機的に連繋させている医療公社並
びに同管理課職員による適切な指導の賜物です。
昨年 11 月、市立柏病院新改革プランに関する懇談
会が設置され、①地域医療構想を踏まえた役割の明確
化、②経営効率化に関しての医療公社自身による自己
評価を含めて、意見交換が行われました。「経営効率
化」では、引き続き病床利用率 80％達成が課題とさ
れ、全ての病院関係者がこの数値クリアに向け一丸と
なり奮闘努力中です。
元はと言えば「老朽化」が行政課題の発端であった
のに、問題がすり替えられた感がありますが、私たち
も従来通り、この病院を側面から支え、現地建替えに
向けて運動を続けていくことにしています。引き続き
ご支援・ご協力をよろしくお願いいたします。
【総務部取材】

高齢者サポートサービス
契約前に充分な検討を！
《事例》 頼れる親族がいない中、知人から紹介さ
れ、身元保証サービスや死後の事務手続きを代行する
事業者とサポート契約をした。「明日どうなるか分か
らない。一刻も早く預託金 100 万円を払うように」と、
事業者から急がされているが、契約の詳細の説明を受
けていない。どうしたらよいか。《60 代女性》
困った時は、ホットライン 188 番に電話して相談し
て下さい！

★ 「おやつを作ろう！チョコブラウニー」
・日時：2 月 8 日（土） 9:45～12:00
・場所：布施近隣センター料理実習室
・対象：小学生以上
・内容：バレンタインスイーツ「チョコブラウニー」
を協力して作り、みんなで一緒に食べます。
・費用：150 円
・申込：1 月 16 日(木）13:30～電話で（先着 15 人）
04-7135-3960 【遊戯室】
☆本年もよろしくお願いします☆

図書館だより

布施分館 ７１３２－３１９３
根戸分館 ７１３１－６０５３

予約の多い本の紹介
1
2
3
4
5

そして、バトンは渡された
希望の糸
落日
むらさきのスカートの女
沈黙のパレード「ガリレオ」

遊戯室だより

瀬尾
東野
湊
今村
東野

まいこ
圭吾
かなえ
夏子
圭吾

電話 ７１３５－３９６０

☆0 才のじかん
日時：1 月 15 日(水)・22 日(水) ・29 日(水)
13:30～15:00
対象：0 歳児と保護者
内容：0 歳児と保護者を対象にした、親と子の
交流や情報交換の場です。
暖かいお部屋でお子さんを遊ばせながら、子
育ての悩みや聞いてみたいことなど、おしゃ
べりを楽しみませんか。
☆なかよし広場
日時：1 月 14 日(火)・28 日(火) 10:00～11:45
対象：乳幼児と保護者
申込：直接どうぞ
内容：乳幼児と保護者を対象にした、親と子の
交流や情報交換の場です。
※28 日(火)はスペシャル
「みんなでおにたいじ」
おにのぼうしを作ったり、季節の歌、絵本の
読み聞かせ、まめまきごっこなどを楽しみま
す。先着 15 組です。
☆印→予約
✭印→予約有り
広報「かしわ」1/15 で確認を
休室日は布施近隣センター休日に同じ

おはなし会だより
【寄稿

消費コーディネーター富勢地区担当】

・布施近隣センター (布施分館)
1 月 18 日(土) 15:00～ 遊戯室
・根戸近隣センター(根戸分館)
1 月 10 日(金) 2 月 7 日(金) 10:30～ 和室
1 月 18 日(土) 10:30～ 会議室 A
当日会場にお越し下さい
―両面ご覧下さい―

