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新型コロナウィルス感染拡大防止のため 

当協議会主催の 3 月のイベントを中止することにしました 

3月 3日予定 子育てママの健康講座 

3月 4 日予定 サロン・ド・とみせ 

3月 7日予定 富勢地区懇談会 

3月 19 日予定 かるがも おしゃべり広場 

3月 20 日予定 はらぺこさん 

3月 21日予定 柏おどり練習 

3月 28 日予定 ふるさと富勢ウォーク 

他に、各町会・自治会主催のふれあいサロン 

地域保健課主催の母と子のつどい かるがも 

柏市図書館主催のおはなし会 

布施遊戯室主催のふせ☆フェスタ 

4 月以降は、感染状況により判断していきます。 

【総務部】 

残るは 市長の「決断」だけ！ 
市立柏病院現地建替え対策委員会 

 市立柏病院の建替えは、病院建物の「老朽化」に端

を発した行政課題です。この病院が、市民の命と健康

を護り、増進を図っていく上で果たしてきた役割は、

実に大きく意味のあるものでした。この病院が、雨漏

りや、古い非効率なレイアウトの中、公立病院として

異例な好業績を挙げ続けたのは、先生方、看護師、薬

剤師、その他病院関係者による涙ぐましいまでの努力

の積み重ねの結果です。そして、こうした日々の努力

が、地域にも受け入れられ地域に根を張る一大医療機

関へと花開いたのです。 

 柏市もこれからは他の地方自治体と同様に、少子・

超高齢化時代を迎えます。今後、行政課題は、全てこ

の時代背景を前提に、実施されていかねばなりません。

病院事業との関連は、予測し得る大災害時対策、今回

のような新型コロナウィルス感染症への対応など、従

来の経験枠を超えた次元での事態を考えていかねば

なりません。 

 市立柏病院の建替えは、かつて市長自らが言われて

いたように、市民全体にとっての喫緊の課題です。既

に始まっている 3月議会においても、是非とも真剣な

議論をしてもらいたいものです。この現地建替え運動

を、6 年間にわたって続けてきた私たちからすれば、

条件は充分に整っている、後は「市長の『決断』だけ

だ」と思っています。        【総務部取材】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

サロン ド とみせ 

布施近隣センター 

【ふるさと協議会】 

3 月は中止 

4 月 1 日(水)  未定 

移動交番 

【柏警察署】 

3 月 12 日(木) 10:00～ 

布施近隣センター 

柏おどり練習 

【体育部】 

3 月は中止 

はらぺこさん 

【福祉事業部】 

3 月は中止 

 

ふるさと富勢ウォーク 

【体育部】 

中止 

富勢地区ふれあいサロン 子育てサロン 

3 月はいずれも中止です。4月は未定です。 

ぼっくい 布施新町  

三富医院 3階会議室 

森のサロン・きらら 

歩論館 (北柏 2丁目） 

もみのき 

市営 D棟集会所 

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) 

サロン さんげつ 
北柏町会 ふるさと会館 

ひだまりサロン寺山 

寺山ふるさと会館 

三木の会ウィンザー 

ハイム北柏集会所 

利根なごみ会 

利根ふるさと会館 

サロン一休  

前原会館 

脳トレ・チャレンジの会 

北柏町会ふるさと会館 

ワンデー カフェ 

コープ野村集会所 

脳トレ・かわせみの会 

根戸近隣センター 

いこい宿連寺 

宿連寺会館 

 

 

かるがも おしゃべり

広場 【わらび】 

母と子のつどい かるがも 

【柏市保健所 地域保健課】 
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令和 2 年 3 月（第 286 号） 

柏市では、市民生活への影響を鑑み、2 月 21 日に「柏

市新型コロナウイルス対策本部」（本部長：市長）を設置

し、対策本部会議を開催しました。 

対策本部会議には市の幹部が出席し、国の方針等を基

に、市としての対応方針を検討し、感染防止に努めること

を確認しました。 

現状を踏まえた今後の対応として、イベント等の実施に

関する基本的な考え方を決定したのでお知らせします。 

 柏市役所のホームページで内容を確認出来ます。 

一人ひとりの注意で コロナウィルスを撃退しよう！ 



―両面ご覧下さい― 

民生委員・児童委員って 

どんなことをするの？ 

地域の皆様の生活の相談、また行政とのつなぎ役と

なる活動を行っているのが、民生委員児童委員の役割

です。富勢地域では、この時期 10 名ほどの民生委員・

児童委員の新旧交代がありましたが、今期も総勢 38

名で皆様に寄り添いながら笑顔とおもいやりをお届

けしたいと思います。  【民生委員・児童委員】 

 

 

 

 

令和 2年 地域イベントの様子 

1月 19 日 あわんとり  1月 25 日救命講習会 

1月 25 日ふる協新年会 2月 2日布施弁天豆まき 

 2月 5 日サロン ド とみせ 

 2月 8 日 遊戯室 

おやつを作ろう「チョコブラウニー」 

 

◆皆さん 特殊詐欺に注意していますか？ 

「伝票ぬれて読めない」  

ヤマト運輸をかたる詐欺に注意を！ 

「ヤマト運輸」を名乗り、電話で「伝票がぬれて読

めない」といって個人情報を聞き出す詐欺の電話が増

えてきている。 

警察は「個人情報を聞き出す電話は詐欺。電話を切

って警察に通報

してほしい」と

注意を呼びかけ

ている。 

ヤマト運輸で

は読めない伝票は、受取人ではなく、差出人の方に確

かめているとの事です。 

【寄稿 消費生活コーディネーター富勢地当】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

・そして、バトンは渡された 瀬尾まいこ 

・希望の糸  東野 圭吾 

・落日  湊 かなえ 

・ライオンのおやつ  小川 糸 

遊戯室だより  電話 ７１３５－３９６０ 

休室日は布施近隣センター休日に同じ 

☆0才のじかん 

3 月 4 日(水)、11 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。 

申込：直接どうぞ 

※3 月 18 日(水) と 25 日(水)は、おやすみです。 

☆なかよし広場 

3 月 10 日(火)、24 日(火)  10:00～11:45 

対象：乳幼児と保護者  

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。 

3 月 30 日予定のふせ☆フェスタは中止にな

りました。 

おはなし会だより 

布施近隣センター (布施分館) と根戸近隣セン

ター(根戸分館)において 3 月実施予定の「おはな

し会」は中止です。4 月以降は、未定です。 

必要に応じて、市役所

などの福祉サービスの

調整役をします。 

毎年 5～6月に 75歳以上の

方々を対象に「声かけ訪問」

をしています。 

民生委員・児童委員には 

守秘義務があります。 

毎月 1回定例会を行い、他の民生委員・児童委

員と情報交換や研修などをしています。 

高齢者や児童に関わる相談

相手になります。 

 


