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地区内小中学校と連携事業の活動中止

コロナ禍で協議会活動の実行可否が不透明
新型コロナウィルスの治療薬・ワクチンが出来上が
らず、「無症状病原体保有者が、その保有するウィル
スを、他者に感染させる可能性があると言われている
こと」に私たちはひときわ不安を感じてしまいます。
マスクを手離せなくなり、さらに、三つの密を避け
ようとすると、協議会イベントを、実施していいのか
どうか、その判断に戸惑ってしまいます。

毎月定例開催イベントの中止
布施近隣センターを会場にして毎月実施している次
の活動は、状況が好転するまで当分の間、開催を中止
することにしました。
・サロン・ド・とみせ（第一水曜日）
・はらぺこさん（第三金曜日）
・柏おどり練習（第三土曜日）
【総務部】

新型コロナウィルス感染の影響が、依然として収束
には至らず、多くの方が不安な日々をお過ごしの事と
思います。柏市内の学校は６月から再開しましたが、
授業・行事の遅れに伴う調整に追われ、また福祉事業
部としても感染の収束が見えない中、準備が困難とな
っています。このような状況を踏まえ、富勢地区内小、
中学校と密接に関連している下記の事業について、学
校側との協議の上、中止することにしました。
・世代間交流
「ザ・わくわく」
・中学生と花鉢事業
「花鉢配布」
・おしゃべり広場
「ふせ」
・お一人暮らしを囲む会 「ゆうゆう会」
楽しみにされている方も多くおられると存じますが、
ご理解の程よろしくお願いします。
【福祉事業部】

富勢地域のサロン 今後の再開予定
町会・自治会主催のサロンについては、それぞれの
地区で準備をしております。下表でご確認下さい。
【福祉事業部】

富勢地域のサロン
活動名

今後の活動予定一覧
開催場所

開催予定

問合せ先

もみのき

市営 D 棟集会所

再開日は未定

本間

33‐ 8846

サロンさんげつ

北柏町会ふるさと会館

７月 20 日（月）13：00～ 再開

村上

62‐ 0104

三木の会

ウインザーハイム北柏集会所

７月 16 日（木）10：00～ 再開

井手

32‐ 6054

サロン一休

前原会館

7 月13 日（月）12：00～ 再開

光城

32‐ 4727

ワンデーカフェ

コープ野村集会所

７月 9 日（木）10：00～ 再開

小宮山 3 2 ‐ 1 7 4 1

いこい宿連寺

宿連寺会館

9 月より再開予定

佐藤 85722201

森のサロンきらら

歩論館（北柏 2 丁目）

令和 3 年 3 月までお休み

受川

33‐ 1227

ものがたり広場

ものがたり訪問看護
ステーション柏（布施新町）

再開は 9 月以降の見込み

佐藤

33‐ 1658

ひだまりサロン寺山

寺山ふるさと会館

9 月より再開予定

坂巻

31‐ 7082

利根なごみ会

利根ふるさと会館

7 月 19 日（日）13：00～ 再開 高森

32‐ 6218

脳トレ・チャレンジの会

北柏町会ふるさと会館

しばらくの間お休み

村上

62‐ 0104

脳トレ・かわせみの会

根戸近隣センター

しばらくの間お休み

田嶋

32‐ 8728

布施新田サロン
布施新田会館
（ふるさと富勢初掲載）

再開日は未定

森川

31‐ 9884

ぽっくい

閉会致しました

布施新町三富医院３階会議室

―両面ご覧下さい―

市長 6 月市議会にて コロナ禍の中でも
市立柏病院の建替えについて言明せず

図書館だより

市立柏病院現地建替え対策委員会
6 月 11 日(木)から 16 日(火)までの期間の平日 4 日に
わたり、柏市議会で「質疑並びに一般質問」が行われ
ました。コロナ禍の中、一議員当たり持ち時間 20 分
という短い時間の中で、22 人中 5 人の議員が市立柏
病院の問題について言及しました。
建替えに関して、市長の答弁は相変わらずあいまい
なままでした。
病棟の老朽化は日ごとに進んできています。その結
果、発生してくる施設・設備の破損・不具合等につい
ては、医療公社側から修理・修繕によりしのいでいる
旨の「報告」がありました。公立・自治体病院の市立
柏病院が、この地域の中で病床数 200 床の中規模病院
として今後とも健全な医療業績を揚げていく。そのた
めに医師・看護師をはじめとした病院関係者が、病床
利用率向上を目指し努力していくことに、何ら異存は
ありません。しかしながらそこにだけとらわれ過ぎて
しまうと、不採算分野の「感染症」や「小児医療」な
どへの本格的な取組みは困難になってしまうかもし
れません。
伊関友伸 城西大教授（前柏市病院事業検討専門分科
会メンバー）が 国の政策「医療費削減最優先」見直しを
提言！
平成 28～29 年に設置された「柏市健康福祉審議会・
病院事業検討専門分科会」の中で、オピニオンリーダ
ー的存在で活躍されていた伊関友伸城西大学教授は
「市政」6 月号（「地域医療再生への道」
・第 43 回）
で、以下のような主旨の記述をされています。わが国
の感染症指定医療機関の大多数は、自治体病院や公的
病院によって、になわれている。これは、感染症対策
が行政の責務であり、政策を展開する上で連携を期待
できること、医療上のリスクがあり、不採算な医療で
あることから、自治体病院が感染症病床を持つことは
合理的である。そして私たちは今回の経験から（今な
お、経験中ですが）
、感染症病床の地域による偏在、医
師不足、スタッフの訓練不足、施設の老朽化、外来の
感染症患者の動線確保等々の諸課題が明らかになっ
た。今後、第 2 波、第 3 波の感染拡大が起きる可能性
は高く、あるいは冒頭に記した「新型コロナ」とは異
なる「新・新」感染症の出現さえあり得るところから
すれば、伊関教授の当該記述における締めくくりとし
て、国は「これまでの医療費削減最優先の医療政策に
ついては、見直しが必要となるであろう」と結論づけ
られています。
新型コロナ感染症の経験を通して私たちは、伊関教
授が指摘されたような国による「医療費削減最優先」
政策や、個別公立・自治体病院の基本的スタンスが、
「病床利用率向上」に傾き過ぎてしまうとすれば、い
ずれも原点に立ち返って見直していく必要があるも
のと思われます。
【総務部取材】

布施分館 ７１３２－３１９３
根戸分館 ７１３１－６０５３
通常に開館していますが、入館時に、手指の消毒と
入館カードの記入をお願いしています。

遊戯室だより 電話７１３５－３９６０
３ヶ月ほど閉鎖していた遊戯室を、開催していくこ
とにしました。しかし、今後の新型コロナウィルスの
感染状況によっては、予定を変更することがあります。

☆０才のじかん
7 月 1 日･8 日･15 日･22 日･29 日 各水曜日
13：30～15：00
対象：０歳児と保護者 直接どうぞ
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。

☆なかよし広場
7 月 14 日（火）
、28 日（火） 10:00～11:45
対象：乳幼児と保護者 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。

★枝絵（えだえ）アート
木の小枝や木くずの粉にボンドを付けて，作品を作り
上げていきます。夏休みの工作にいかがですか？
開催日時：8 月 13 日(木）
9：30～11：30
場所：布施近隣センター 会議室
対象：小学生以上 参加費：無料
申込：7 月 16 日(木）13：30～電話で（先着 10 人）

★夏休みクラフト教室「昆虫クラフト」
色々な木の枝を自由に組み合わせて，昆虫を作ってい
きます。自然の木のもつ風合いを大切にしながら、想
像力を生かして作りあげます。
開催日時：8 月 14 日（金）
9：30～11：30
対象：小学生以上（3 年生以下は保護者同伴）
参加費：250 円
申込：7 月 17 日(金）14：00～電話で（先着 10 人）

新型コロナ関連の詐欺に注意
コロナウイルスに便乗した、身に覚えのない商品の
送りつけに、ご注意ください。
［事例］マスクが３０枚届いた。家族は誰も心当たりが
ない。消毒液が届いたケースもあります。
・ひとまず、落ち着きましょう。
・事前に何らかの連絡はありましたか？
・何もなければ、売買契約は成立していません。
・送り先には、絶対に、連絡しないことです。
・商品が届いた日から、何の連絡もなければ、14 日
経過してから処分しましょう。
・あわてて、送り先には、連絡はしないで下さい。
・心配な時には、一人で悩まず、相談しましょう。
消費者ホットライン 局番なし １８８
柏市消費生活センター 7164-4100
【寄稿 消費生活コーディネーター富勢地当】

―両面ご覧下さい―

