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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―
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富勢地区懇談会開催

病気になっても自宅で過ごしたい…
『病気になっても住み慣れた自宅で過ごしたい』そ
のためにはどのような医療を受けるか、また関係す
る機関とどうつながっていけば良いのかなどを、専
門家の立場から具体的なお話しを伺います。
そのあとに、グループ討議で、課題や疑問などにつ
いて話し合います。
日時：3 月 7 日(土）15：00～16：30
場所：布施近隣センター 会議室
テーマ：「訪問医療・訪問看護」知っていますか？
講師：・柏市地域医療推進課 ・訪問看護士
・ケアマネージャー
富勢地域では、毎年身近な問題について、町会・自
治会の方々と行政、その他関係機関との話し合いの場
として年１回、地区懇談会を開催しています。
各町会・自治会に案内を出していますが、参加希望
の方は、当日直接会場にお越し下さい。
問合せ：事務局 村上 （080-3150-1754）
【福祉事業部】

子育てママの健康講座
育児に毎日、奮闘しているママさん方、肩こりや腰
痛等の不調はないですか？このたび、ヨガの先生をお
招きして、親子が楽しく、ふれ合いながらできるヨガ
を指導していただきます。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D 会議室
講 師：丸山 和歌子先生
テーマ：ベビー＆ママヨガ
申込み：当日直接会場へ 無料
持ち物：飲み物、バスタオル
主 催：富勢地域柏市民健康づくり推進員
（柏保健所地域保健課）
問合せ： 飯田 ☎7131-6282
【柏市民健康づくり推進員】

令和初の「ふるさと富勢ウオーク」
3 月下旬に富勢ウオークが、
毎年行われます。今年は 3 月
28 日に『富勢の”桜”を探そう』
をテーマに現在、検討中です。
詳細は、3 月号で発表します。
どうぞご期待ください。
【体育部】

サロン ド とみせ
2 月 5 日(水) 12:00～15:00
布施近隣センター
★13:00～オカリナ演奏
ロビー 3 月 4 日(水) 12:00～15:00
【ふるさと協議会】
★13:00～ハーモニカ演奏
珈琲・紅茶・昆布茶 各 100 円
移動交番
2 月 13 日(木) 10:00～
【柏警察署】
布施近隣センター
柏おどり練習
2 月 15 日(土) 19:00～
【体育部】
布施近隣センター和室
はらぺこさん
2 月 21 日(金) 16：30～
【福祉事業部】
布施近隣センター料理実習室
富勢地区懇談会
3 月 7 日(土)
【福祉事業部】
左記記事参照
富勢地域の集い 子育てサロン
かるがも
2/20 3/19 4 月より閉会
おしゃべり広場
10：00～11：30
【福祉事業部】
わらび（北柏駅前保育園）
はちのこ
休会中
おしゃべり広場
4 月より閉会
ふ せ
2/21 3 月お休み 4/17
おしゃべり広場
10：00～11：30
【福祉事業部】
富勢東小学校
母と子のつどい
☆2/4 3/3 4/7
かるがも
10：00～11：30
【柏市保健所
根戸近隣センター
地域保健課】 ☆は計測日 保健師さん
かるがも、はちのこおしゃべり広場は、諸事情により
3 月を持ちまして閉会いたします。引き続き開催の
「ふせ」「母と子のつどい」にお越しください。

「俳句が素晴らしい」と褒められて・・・24 万円！
「新聞に掲載しないか」
と電話で勧誘され、有頂
天になり承諾した。掲載
に 2 万円と聞いた。実際
には 24 万円と高額なので断ると、
「キャンセル出来な
い」と言われ仕方なく契約してしまった。(70 代女性)
俳句以外にも短歌、書道、絵画、写真等の手口が発
生しています。 信用できるのかを確認することが大
事です。困った時には相談しましょう。
【寄稿 消費コーディネーター富勢地区担当】

―両面ご覧下さい―

第３回ふれあい祭 餅つきも開催！
地域の皆さんの交流イベン
トとして、第３回を迎え、今
回は屋外では餅つき＆ふる
まいを行います。フリードリ
ンクコーナーや屋台の食べ
物等とあわせてお楽しみく
ださい。館内では子供に大人
気のピニャータや、ネイル、ビーズ作り、フラワーア
レンジメント等の各種体験、昭和のレコード鑑賞やパ
ラリンピック競技のボッチャの体験等々、たくさんの
企画でお楽しみ頂けます。どうぞ足を運んでみてくだ
さい。
日時：2 月 29 日(土）11：00～16：00
場所：セレモニー天来北柏ホール（北柏 4 丁目）
問い合わせ：北柏町会 04-7157-3366
（火・木・土 午前 9 時～12 時）
【寄稿 北柏町会】

建替えこそが、病床利用率向上への近道！
医療公社管理課から、市立柏病院の令和元年度にお
ける病床利用率（2019 年 4 月～12 月）の数値が提示
されました。この 9 ケ月間の平均は、76.1％です。今
年度も後残り 3 ケ月、病院関係者の更なる頑張りで、
通期 80％を何とかクリアして貰いたいものです。一方
「小児科治療体制確立の目途」の方は、実績（上掲同
期間で、延べ 35 人の入院）を上げつつあり、頼もし
い限りです。この問題が行政課題となった元はと言え
ば、間違いなく病舎の「老朽化」です。そして、これ
を現在地で建替えるには 111 億円程度の建設費用が必
要とされ、病院建設債 75 億円の発行も予定されてい
たのです。それがいつの間にか、
「多額の建設費用が見
込まれるから、病床利用率の向上（80％以上）が求め
られる」といった、誠に奇妙な方向へ向かって行くこ
ととなりました。私たちも、病院経営をより安定させ
ていくに際して、この数値を上げていくことに何ら異
存はありません。しかしその為には、一日も早く病院
病舎の建替えに踏み切ることが一番手っ取り早い対
応策だと考えています。今の時代に相応しい新しい病
院にしていくことが、病院事業の安定と収支の向上に
繋がっていくと、私たちは確信しています。皆さんか
らのご理解・ご支援をお願い致します。
【総務部取材】

布施遊戯室 3 月 30 日開催

ふせ★フェスタ

子ども実行委員募集
「ふせ★フェスタ」開催に向けて、遊びのコーナーの
準備、当日の運営も行う子供実行委員を募集します。
3 月 14 日(土）25 日(水）29 日(日）9：30～11：30
3 月 30 日(月）12：00～15：30 (フェスタ当日）
対象：小学 2 年生以上 （先着 12 人）
申込 3 月 2 日(月）13:30～ お電話(7135－3960)で

図書館だより

布施分館

７１３２－３１９３

根戸分館

７１３１－６０５３

布施分館 保存期間が過ぎた雑誌を差し上げます
布施分館において、保存期間が過ぎた定期購読雑誌
を、希望者に差し上げます。
2 月 22 日から 2 週間程度 布施分館入口付近に展
示します。なくなり次第終了となります。ご来館の
上、ご自由にお持ち下さい。
ＮＨＫきょうの料理
日経ヘルス
日経マネー
ＢＥ－ＰＡＬ
婦人画報
週刊 文春
小説推理
ＤＩＭＥ（ダイム）
＆ Ｐｒｅｍｉｕｍ
ダ・ヴィンチ
JR 時刻表(奇数月)
旅の手帖
モーターサイクリスト
小説新潮

遊戯室だより

電話 ７１３５－３９６０

☆0 才のじかん
日時：2 月 5 日・12 日・19 日・26 日各水曜日
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。
☆なかよし広場
日時：2 月 11 日(火)・25 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。
★ひなまつり
3 月 2 日(月) 10：30～11：30
場所：布施遊戯室
対象：乳幼児と保護者
内容：簡単な工作でひな人形を作ります。また歌
や絵本を楽しみます。
申込：2 月 2 日(日) 13：30～お電話で
☆印→予約なし
★印→予約あり
広報「かしわ」 2/1 号、3/1 号で確認を
休室日は布施近隣センター休日(第 3 月曜日)に同じ

おはなし会だより
・布施近隣センター (布施分館)
2 月はお休みです
・根戸近隣センター(根戸分館)
2 月 7 日(金) 3 月 6 日(金) 10:30～ 和室
2 月 15 日(土) 10:30～ 会議室 A
当日会場にお越し下さい

3 月 30 日

パフォーマンス発表参加者募集

対象：小学生～18 歳まで 先着 5 組(個人またはグル
ープ） 歌、ダンス、手品など得意なことをみんな
の前で発表します。
申込 3 月 2 日(月）13:30～ お電話(7135－3960)で
―両面ご覧下さい―
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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】

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！

サロン ド とみせ
3 月は中止
布施近隣センター 4 月 1 日(水) 未定
残るは 市長の「決断」だけ！
【ふるさと協議会】
市立柏病院現地建替え対策委員会
移動交番
3 月 12 日(木) 10:00～
【柏警察署】
布施近隣センター
市立柏病院の建替えは、病院建物の「老朽化」に端
柏おどり練習
3
月は中止
を発した行政課題です。この病院が、市民の命と健康
【体育部】
を護り、増進を図っていく上で果たしてきた役割は、
はらぺこさん
3 月は中止
実に大きく意味のあるものでした。この病院が、雨漏
【福祉事業部】
りや、古い非効率なレイアウトの中、公立病院として
ふるさと富勢ウォーク 中止
異例な好業績を挙げ続けたのは、先生方、看護師、薬
【体育部】
剤師、その他病院関係者による涙ぐましいまでの努力
富勢地区ふれあいサロン 子育てサロン
の積み重ねの結果です。そして、こうした日々の努力
3 月はいずれも中止です。4 月は未定です。
が、地域にも受け入れられ地域に根を張る一大医療機
ぼっくい 布施新町
森のサロン・きらら
関へと花開いたのです。
三富医院 3 階会議室
歩論館 (北柏 2 丁目）
柏市もこれからは他の地方自治体と同様に、少子・ もみのき
ものがたり広場 ものがた
超高齢化時代を迎えます。今後、行政課題は、全てこ
市営 D 棟集会所 り訪問看護ステーション柏
の時代背景を前提に、実施されていかねばなりません。
(布施新町)
病院事業との関連は、予測し得る大災害時対策、今回 サロン さんげつ
ひだまりサロン寺山
のような新型コロナウィルス感染症への対応など、従 北柏町会 ふるさと会館
寺山ふるさと会館
来の経験枠を超えた次元での事態を考えていかねば 三木の会ウィンザー
利根なごみ会
なりません。
ハイム北柏集会所
利根ふるさと会館
サロン一休
脳トレ・チャレンジの会
市立柏病院の建替えは、かつて市長自らが言われて
前原会館
北柏町会ふるさと会館
いたように、市民全体にとっての喫緊の課題です。既
ワンデー
カフェ
脳トレ・かわせみの会
に始まっている 3 月議会においても、是非とも真剣な
コープ野村集会所
根戸近隣センター
議論をしてもらいたいものです。この現地建替え運動
いこい宿連寺
を、6 年間にわたって続けてきた私たちからすれば、
宿連寺会館
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】
かるがも おしゃべり 母と子のつどい かるがも
広場 【わらび】 【柏市保健所 地域保健課】
―両面ご覧下さい―

◆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」

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】
高齢者や児童に関わる相談
相手になります。

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。

令和 2 年 地域イベントの様子
あわんとり

1 月 25 日ふる協新年会

「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

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。

1 月 19 日

ヤマト運輸をかたる詐欺に注意を！

1 月 25 日救命講習会

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
・希望の糸
・落日
・ライオンのおやつ

瀬尾まいこ
東野 圭吾
湊 かなえ
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。

2 月 2 日布施弁天豆まき

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

2 月 5 日サロン ド とみせ

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。

2 月 8 日 遊戯室
おやつを作ろう「チョコブラウニー」

―両面ご覧下さい―
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「かしわ お元気コール」でつながる安心
週に 1 回お電話をします！

まだまだ先が見えてこない
新型コロナウィルス感染の終息！
4 月の当協議会主催の行事および、本誌で毎月紹介
している町会等団体の、行事の開催可否については、今
後の状況判断によることになるので、掲載は割愛させ
ていただきました。
【総務部】

すり替え事件に注意
いつの間にかクレジットカードから、キャッシュカ
ードへ話が替わ
る！
デパートを名乗
り、「あなたのカー
ドで洋服を買っている人がいる」
「カードを替えた方がいい」という電話。
その後、若い男性が銀行員を名乗り、訪ねてきた。
「キャッシュカードを渡して下さい」と、そして番号
もたずねてきたので、あやしいと思い、断った。
あやしいと思う気持ちと断わる勇気が大事です。
【寄稿 消費生活コーディネーター富勢地当】

3 月柏市議会報告
「建替え」は感染症対策などを見据えて！
市立柏病院現地建替え対策委員会
3 月議会が終了しました。
本議会では、市立柏病院の建替えを行うに際しての
2 条件（私たちは、これ自体理不尽なことだと思って
いますが）に関連して、複数議員が市長の今、考えて
いるところを質しました。
小児入院体制確保の目途については、市長自身、専
門医師の増員或いは入院実績からして、ほぼ達成しつ
つあると認識していることが確認されました。これは
私たちにとっても、一歩「前進」と受けとめられるこ
とです。
もう一つの「条件」
、病床利用率については、少なく
とも 4 月の下旬頃にならないと、令和元年度トータル
としての数値が判明しないので、現時点（3/末）では、
確定的な記述をすることが出来ません。とは言え、私
たちからすれば、平成 30 年度でさえ、老朽化した病
棟・使い勝手の悪いレイアウトといった状況下で、医
師・看護師・薬剤師その他病院関係者の献身的な頑張
りで、80％を僅かに下回る数値（78.3％）を揚げられ
たことには、頭の下がる思いでおりました。市長とし
ても某議員の質問に対し、やがて明らかになる「数値」

高齢、障がい、子ども等…多様な福祉課題がある中、
「誰もが孤立しない地域づくり」が、今求められてい
ます。富勢ちいき♡いきいきセンターでは、そうした
課題に対する取り組みのひとつとして「かしわお元気
コール」を行っています。毎週金曜日の午前中にボラ
ンティアさんから 5 分程度のお電話でお声かけをす
る事業です。利用料は無料、年齢制限はありません。
「一人で不安な気持ちがある」「誰かと話す機会が少
ない」という方、詳しい利用方法等をご説明致します。
お気軽にいきいきセンターまでご連絡ください。
富勢ちいき♡いきいきセンターは、開設して約 3 年、
つながり作りに力を入れてまいりました。誰も孤立し
ない地域を目指して、令和 2 年度も町会・自治会や地
域団体に積極的に出向き、多くの皆様とつながること
で、共に地域づくりができるよう、取り組んでまいり
ます。
今年度もどうぞよろしくお願いします。
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】
を見た上で、
「『建替え』を含めて考えていく」との回
答をしています。この「回答」が何を意味しているの
か不明ですが、従来からの市長の意思表明を想起して
みると、何かニュアンスが違ってきているようにも見
受けられます。この辺りのことに関しては、今後の推
移を注意深く見守っていくこととします。
今、世間では、新型コロナウィルス感染症の拡大状
況が、大問題となっています。今回の事態はいずれ終
息に向かうとしても、このような新「感染症」は、こ
れから先、さまざまな時に、さまざまな場所で起こり
得ると言われています。私たちは、市立柏病院の病床
利用率を高めていくことに異存はありません。これに
より病院の経営基盤が安定・強化されるのであれば、
それは市民にとって望ましいことです。しかしながら、
今回の新型コロナ問題の事態推移をみていると、病院、
特に公立の病院であれば、経営上格別の問題がない限
り、病床利用率の向上をとことん追求するのではなく、
緊急時対応に耐えられる程度の余裕を持って、運営し
ていくことも必要ではないか、と考えます。その意味
でも、こうした時代の要請に見合った、新しい病棟へ
の建替えは、待ったなしの時を迎えているものと思っ
ています。
【総務部取材】

―両面ご覧下さい―

9月4日

どじょうすくいと銭太鼓

令和元年度 イベントにみる
サロン ド とみせ
皆さまのいこいと情報交換の場として、毎月第一水
曜日に、布施近隣センターロビーにおいて、サロン
を開催してちょうど 8 年になりました。
毎月、イベントを開催して、出演者も観客も一体に
なり、楽しい時を過ごしています。
【総務部】

４月３日

5月1日

6月5日

7月3日

8月7日

クローズアップマジックショー

10 月 2 日

二胡演奏

11 月 6 日

上方落語

12 月 4 日

ハーモニカ

スタッフと一緒に歌いましょう
一め家（はじめや）ここあ

日本舞踊

フラダンス
1月8日

新春を寿ぐ 吟詠・舞い

2月5日

オカリナ

ハワイアンコンサート
ウクレレ演奏

3 月 4 日はコロナウィルス感染防止により中止
コロナの問題が終息し、サロンを再開したときには、
どなたでも皆さまの参加をお待ちしております。
―両面ご覧下さい―
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協議会活動の中止について

町会対抗グラウンドゴルフ大会中止

あけぼの山の桜やチューリップは、例年どおり咲
きほこりましたが、新型コロナウィルス感染拡大防止
対策のために、
「ふるさと協議会事業」を行えない日々
が続いています。
令和 2 年度事業も、
新型コロナウィルス終結まで、
日時を決定できません。どうぞ、ご理解願います。
当面中止 「サロン・ド・とみせ」「はらぺこさん」
本年中止 「ごみゼロ運動」
開催延期 「当協議会総会」「防災防犯会総会」
5 月 23 日開催を延期する。6 月に開催できると
きは、関係者に改めて通知します。
【総務部 環境部】

新型コロナウィルスの影響で、地域行事の中止や学
校の休校と大騒ぎの中で、4 月 7 日には「緊急事態宣
言」が出されるなど最悪の事態となっております。
町会対抗グラウンドゴルフ大会は、4 月中に各町会
へ参加募集を呼びかけ、5 月初旬にはチーム数を確定
する予定で進めることになりますが、緊急事態宣言が
出されたことにより、当協議会の動きもままならず、
準備ができません。
さらに、例年 100 人以上の皆様が参加される行事で
あり、感染拡大防止の面から、
6 月の開催はもとより、
いつ開催できるかの判断もできない状況です。以上の
ことから、今年度は開催中止と致します。
次の機会には、是非開
催したいと思っていま
す。皆様のご参加をよ
ろしくお願い致しま
す。 【体育部】

「声かけ訪問」は 見合わせ（中止）に !!
民生委員児童委員では、毎年 5 月 15 日～6 月末に
かけて、75 歳以上の方に「声かけ訪問」を柏市
と合同で実施してきました。
今年も、例年通り準備してきましたが、新型
コロナウィルス感染拡大に伴い、中止すること
になりました。
皆さんも不安な日々を過ごされていると思
います。こんな時期こそ、バランスの良い食事・睡眠・
適度な運動を心がけていただきたいものです。
【民生委員児童委員 福祉事業部】

令和元年度事業報告(抜粋)

新型コロナウィルス感染症全般に関することにつ
いては〝柏市コールセンター″にご相談を。
☎04-7128-2239 （24 時間対応）

「中止」は台風・コロナウィルスの影響によるもの

実施時期

事業 活動

担当部

4 月 19 日(金)

ゆうゆう会「一人暮らし高齢者との昼食会」

福祉事業部

5 月 26 日(日）

ゴミゼロ運動

環境部

6月

グランドゴルフ大会

体育部

市立柏病院による地域講座

福祉事業部

第 25 回八朔相撲大会

実行委員会

三世代ふれあい体育祭

実行委員会

10 月 26 日～11 月 10 日

文化祭(文化展、囲碁・将棋大会、音楽発表会、他)

文化部

11 月 10 日

利根川クリーン作戦

環境部

11 月 23 日(土)

花鉢配布 (富中生徒有志、民生委員同行)

福祉事業部

12 月

講演会「人とのつながりと健康格差」

福祉事業部

救命講習会

防災防犯部

1 日(土）

8 月 26 日(月)
10 月

3 日(土)

10 月 18 日

中止

中止

1 日(日)

1 月 25 日(土)
3月

7日

中止

地区懇談会

福祉事業部

3 月 28 日

中止

富勢ウオ―ク

体育部
―両面ご覧下さい―

東葛圏域の中で 市立柏病院の役割は‥

現在の病院では
「感染症」への対応が出来ません！
市立柏病院現地建替え対策委員会
私たちがこの問題を取組み始めて、丸 6 年が経過、
7 年目に入りました。市長は本年の 3 月議会でも、こ
れからどのようにしていくのか、態度を明らかにして
いません。前月号でも記したように、市立柏病院の病
床「利用率」を高めていくことに、私たち自身も何ら
異存はありません。とは言え、当該病院が公立病院で
ある限り、この「利用率」さえ上げれば良いというこ
とではないと考えます。
ご承知の通り、今、世間では（世界では）新型コロ
ナウィルス感染症の問題が日々大きく取り上げられ、
我が国でも、4/7 に「緊急事態宣言」が発令される状
況を迎えてしまいました。この感染症が、いずれかの
時点で収束していくにしても、今回の感染範囲拡大の
速度や特徴をたどってみると、感染初期における一定
の措置・対応がいかに必要かつ大切か、ということは
明らかです。
そして更なる問題は、こうした感染症が決して今回
限りのものではない、という点です。今後とも、人々
の生活の在りようが変化し、あるいはグローバル化に
伴って、姿を変えた形での新たな「感染症」が発生し
てくるに違いありません（私たちには既に、SARS・
MERS の経験があります）
。そうした時に、少なくと
も現在の老朽化した市立柏病院では、医師・看護師・
薬剤師その他病院関係者がどんなに頑張ってみても、

病棟形状そのものから見て、本来格別の措置を講じな
くても防ぎ得る「感染」でさえ、防御できなくなって
しまうはずです。
病床利用率の向上に向けて病院関係者には、より一
層の努力を続けてもらうとしても、上記のような観点
から、病棟の建替えは一刻も早く実現していくべきで
しょう。病院内部のレイアウト、利用者・関係者の動
線、その他時代の要請に即した対策が充分に取り込め
る、新しい病院への転換（＝建替え）を果たしていく
必要が迫ってきています。
ある日突然襲ってくるであろう「新・新感染症」へ
の備えを整える、と同時に従来からの感染症以外の
様々な「病気」
、更に言えば、地球温暖化の結果とも思
われる超大型台風の襲来、これに伴っての豪雨、河川
の氾濫、その反対に広範囲にわたる山林火災なども想
定されます。そうしたところで、中規模病院としての
市立柏病院が東葛圏域の中で、どのような役割を担っ
ていくのか、他の病院・医療機関との日常的な連携を
維持しながら考えていく。建替えに当たっては、こう
した役割を充分に果たしていけることまでを考慮し
たものでなければなりません。
今回、市立柏病院では（市長も認めたように）小児
医療・入院体制の面で、一歩前進が見られました。従
来は、その大半を松戸市の市民病院に頼り切っていた
わけですが、今後は柏市でも、その一部を請け負って
いく道が開けた、と言う意味で画期的なことだと思っ
ています。これからはそれぞれの病院・医療機関が、
一定の地域において、自身の役割が何なのかを明確に
認識していくことが、大変重要な課題となっていくに
違いありません。
【総務部取材】

令和元年度収支概要報告

（万円単位）
の購入で、予算増８万円で２３万円支出となった。
前年度繰越金 １３５万円
[１５２万円]
台風・コロナウィルスの影響による事業の中止では、
本年度収入 ５５９万円
[５８１万円]
トータル的に支出減となったが、備品の購入費の８万
本年度支出 ５４８万円
[５９８万円]
円増の他、ひっ迫している八朔相撲特別会計へ１０万
翌年度繰越金 １４６万円
[１３５万円]
円を増額し、最終的に繰越金が１１万円増という結果
[ ]は平成 30 年度実績
になった。
【会計】
年間収支は、全体としては、前年度並みに安定して
推移している。
収入の２２万円減は、各費目で微減しているもの。
支出では、備品費が、パソコン・プリンタ・冷蔵庫

詐欺被害が多発!!

新型コロナ関連の詐欺に注意”
《主な手口》
※マスクが品薄なので、特別価格で提供します。
※水道管についた、ウィルスを除去します。
※新型コロナウィルスを、撃退する機械をつけま
せんか？
※新型コロナウィルスで助成金が出ています。
《注意ポイント》ＳＭＳ・メールから口座番号、
クレジットカード番号など聞いてきます。

電話で詐欺の認知状況（柏市内・R02 年 1 月～3 月）
は 27 件発生しました。被害額は約 5,483 万円です。
気をつけてください。
① 甘い言葉を信用しない。
② 不安をあおる言葉に、ひるまない。
③ ハッキリ断わる。 ＮＯ ノー！
④ 個人情報をもらさない。
⑤ 泣き寝入りしないで、相談する。
【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―

令和 2 年 6 月（第 289 号）

編集発行 柏市富勢地域ふるさと協議会総務部
問合せ TEL 7132-3100 柏市布施 1196-5
(柏市布施近隣センター内)
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毎月１日 各戸配布 8,000 部発行

ふるさと富勢又はＱＲコードで検索

定期総会を”書面総会”に切り替え

令和２年度予算案(概要)

新型コロナウィルス感染拡大防止による集会自粛の
中で、当初 5 月 23 日開催予定の当協議会定期総会開
催を断念して、書面総会に切り替えました。
役員・委員、町会・自治会長などに、別途総会議案
書を送付し、議案承認の行使をお願いしています。
また例年、総会開始に先立ち行っている、小学校児
童の見守りなどの貢献者の表彰は、総会の開催中止に
合わせて、見合わせることにしました。 【総務部】

令和２年度事業計画案(抜粋)
新型コロナウィルス感染については、その実態も不
明であり、さらに２次感染・３次感染が取りざたされ
ている状況の中において、今後の事業活動もどこまで
実行できるのか、予断を許さない状況になっています。
令和２年度の事業計画は通常通り予定して、直前に
改めて実施の可否を連絡していくこととします。
毎月第一水曜日 サロン・ド・とみせ
(4・5・6 月中止)
毎月第三土曜日 健康柏おどり(4・5 月中止)
5 月 ゴミゼロ運動(中止)
6 月 グランドゴルフ大会(中止)
10 月 3 日 八朔相撲大会
10 月 18 日 三世代ふれあい体育祭
10 月 24 日～ 文化祭
(文化展、囲碁・将棋大会、音楽発表会、芸能大会)
11 月 8 日 利根川クリーン作戦
11 月 28 日 富勢地区自主防災訓練
1 月 23 日 救命講習会
3 月 27 日 富勢ウォーク
実施日未定 地区懇談会
随時開催 トマトの会（ボランティア活動）
年間延べ 14 回 ザ・わくわく
(小学生と高齢者世代間交流)
実施日未定 ゆうゆう会
(一人暮らし高齢者との交流)
11 月 花鉢配布(一人暮らしなどの高齢者に配布)
各月定期 サロン活動(町会単位 15 カ所開催)
毎月第三金曜日 はらぺこさん
(地域子どもの居場所づくり 4・5 月中止)
毎月第三金曜日 おしゃべり広場 ふせ
随時開催 障がい者支援(施設訪問、事業支援)
毎月第 2 火曜日 みのり会
(高齢者に弁当配布 4・5 月中止)
随時開催 支えあい会議

収入の部
単位：万円
費目
今年度
前年度
前年度繰越金
146
135
補助金・助成金
299
299
町会・自治会負担金
159
159
その他収入
109
101
収入合計
713
694
支出の部
費目
今年度
前年度
事務費
263
246
消耗品費 使用料・賃借料 委託料
備品購入費 人件費 負担金など
全体に関わる経費
事業費
396
302
総務部 防災防犯部 文化部 体育部
環境部 福祉事業部の事業活動費
支出合計
659
548
翌年度へ繰越
54
146

令和２年度協議会役員案

（敬称略）

会長
後藤 敏
副会長 柳 義勝・手塚 建二・涌井 正幸・後藤 昭
事務局 秋山 宏夫・関口 一三・井出 治之
会計
宮崎 昭政
会計監査 伊藤 毅・坂巻 満夫
総務部長 秋山 宏夫
福祉事業部長 山口 正美
事務局次長 村上 邦子
防災防犯部長 村山 桂三
文化部長 増野 晴康
体育部長 坂巻 勝
環境部長 後藤 昭
Ａ地区長 寺山 藤原 清
Ｂ地区長 布施新町 萩原 敏行
Ｃ地区長 宿連寺 鈴木 孝
Ｄ地区長 高野台 土井 一雄
Ｅ地区長 ウェルフェアグリーン柏 鈴木 正
Ｆ地区長 根戸下 小杉 益朗
Ｇ地区長 北柏 松原 豊
行政関連団体代表 民生児童委員 山口 正美
〃
青少協 坂巻 勝
〃
シニアクラブ 氣田 正夫
〃
健康づくり推進員 飯田 万里子
【総務部】

―両面ご覧下さい―

無理のない「収支予測」も示されていた
6 年前の議会に市長が「建替え」を提起
市立柏病院現地建替え対策委員会
4 月中旬、医療公社管理課より、令和元年度の同病
院における病床利用率の報告がありました。それによ
ると、全体では 75.8％と前年度（H30 年度）対比で、
2.5％ダウンという数値でした。H 30 年 5～7 月が 71
～73％台、同 12 月が 72.8％と低率で、これらが全体
数値を低下させています。また本年 3 月が 68.3％に
なっていますが、これは明らかに新型コロナウィルス
の影響と思われるものです。このように通常ではない
要因も加わって、残念ながら前年度ダウンの結果にな
ってしまいました。
しかしこれは別の角度からすれば、病院建替えに際
しての新たな視点を示唆しています。つまり今回のよ
うな感染症は、これから先、我が国だけでなく世界中
どこにでも起こり得るのです。新型コロナ感染は、い
ずれいつかの時点で収束したとしても、基本的には世
の中全体のグローバル化に変わりはない（一時的な後
退はあり得ても）のですから、どこかの地域で発生し
た「感染症」は、今回と同じようにまたたく間に、そ
の範囲を拡大していってしまいます。従って、市立柏

病院も病棟の建替えに当たっては、公立の中規模病院
として、こうした「感染症」が起こった際に（現在の
病院では対応不可能）、どのように患者を隔離し治療
をしていくのか、という点にも配慮した建替えプラン
にしていかねばなりません。
この場で何回となく触れてもきましたが、病院関係
者の努力（地域の協力も含めて）で病床利用率を上げ
ていくことに、何ら異論はありません。とは言え、市
立柏病院が公立病院である限り、特に今回のような突
然の事態、或いは大災害などが発生したような場合に
は、一般民間病院や医療機関以上に、周辺地域を含め
ての基幹病院として、より大きな役割が求められてい
くはずです。
6 年前（H26 年度末）に病院の建替えが提起された
時、その建設費用は、移転で約 131 億円、現地で約 111
億円。これによる病院建設債の発行額は、移転で 95 億
円、現地では 75 億円。いずれも法律で 30 年間での償
還が決められていますから、これを前提に 10 年程度
の収支予測が示され、建設費用は大きな問題にされて
いませんでした。建設費は「多額」ではありますが、
そもそも、病棟の「老朽化」によるものですから、可
能な限りの節約に努力しながら、早期の建替えにまい
進すべきものと私達は考えています。【総務部取材】

おうち時間をいきいき過ごすアイデア満載！
柏市社協広報誌

いきいきマキコム特別号

新型コロナウィルスの影響で、今もなお外出を控え
ている高齢者の方も多くいらっしゃるのではないで
しょうか。
柏市社会福祉協議会(介護予防センター)では、高齢
者の皆様が地域で元気に過ごせるための情報を掲載
した「いきいきマキコム」を発行しています。今回は
特別号を発行し、自宅でできる運動や食事のこと、マ
スクの作り方等、おうち時間を明るく健康に過ごすた
めのアイデアをご紹介しています。適度な運動と栄養
のある食事で、今を乗り切り、また笑顔でお会いしま
しょう！
「いきいきマキコム」特別号は、富勢ちいき♡いきい
きセンター(布施近隣センター内)で配布しています。
開設日以外でも窓口のラックにご用意があります。
買い物等、近くにお出かけの際には、ぜひお立ち寄
り下さい。お待ちしています。

新型コロナ関連の詐欺に注意”
『新型コロナウィルス感染症』に関する『特別定額
給付金』に関連した電話やメールが送られています。
手続きに関して、行政・公的機関、金融機関の職員
が訪問し、通帳やキャッシュカードを預かったり、
電話やメール・ＳＭＳで個人情報や暗証番号を聞き
出したりすることは、絶対にありません。
個人情報は教えない!!
おかしいと思ったら消費生活センターに相談を
柏市消費生活センター 7164-4100

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】

［事例 1］
突然自宅に訪れた業者から、「新型コロナウィルス
流行で、金の相場が上がっている。今すぐ買ったほ
うが良い」と勧誘された。(80 代男性)
［事例 2］
「新型コロナウィルスの感染を防ぐため、行政から
の委託で消毒に回っている」と電話があった。翌日
も「新型コロナウィルス感染防止の資料を持参した
い」という電話があった。(80 代女性)
【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―
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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―
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市民の「安心」の医療機関へ‥まず建替えてから

ウィズコロナ!! コロナと共生していくの？

市立柏病院現地建替え対策委員会

今回のコロナ禍は、簡単に過ぎ去ってくれるもので
はないようです。
常に感染に注意して生活をする「with コロナ」期に
突入したと言われています。これからしばらくの間は
かつて経験したことのない「新しい日常」を生きてい
かなければならないようです。

前月号でも触れましたが、新型コロナウィルス感染
症がいずれかの時点で収まったとしても、次の更に新
たな「感染症」が、我が国を含めた世界のどこかで再
び、みたびと発生して来る可能性が予測されています。
地球規模での温暖化がその背景にあるとすれば、これ
は当然とも言える「予測」です。

私たちの協議会活動について、前月号でお知らせし
たとおり、当面の活動を中止しています。
しかし、年末に向けてメインの行事が続きます。
10 月 八朔相撲大会
10 月 三世代ふれあい体育祭
10 月 文化祭 (文化展 囲碁将棋大会
～11 月
音楽発表会 芸能大会)
11 月 利根川クリーン作戦
11 月 自主防災訓練
これらの行事を開催していくためには、『イベント
などにおける感染リスク』をどのように回避して行く
のかが大きな課題になります。今後、執行部でいろい
ろと検討を続けます。そして 8 月 8 日町会・自治会長
が出席する理事会の議決を経て、開催可否を決めてい
くことにしました。
【総務部】

病院の建替えに関して秋山市長は、この 6 月議会で、
19 年度においても病床利用率が条件数値の 80％を超
えられなかったがゆえに、建替えに向けての判断を控
え、今後とも経営改善（利用率向上）を図りつつ判断
していくとのことでした。
一方、広報「かしわ」
（7/15 号）の「市長室だより」
では、
「コロナ対策は分からないことが多いですが、関
係機関の献身的な協力を得ながら、引き続き安心の医
療体制づくりに努めてまいります。」との意思表明を
しています。

知っていますか？

災害ボランティアセンターを
近年全国各地で豪雨や地震といった災害が発生し
ており、昨年 9 月の台風で、富勢地域でも被害があっ
たことは、記憶に新しいのではないでしょうか。
もしも、柏市で大規模な災害が発生した場合、柏市
社会福祉協議会では「災害ボランティアセンター」(通
称：災害ボラセン)を開設します。
災害ボラセンは、全国から集まるボランティアを被
災された方々のもとへ、早急かつ円滑に派遣すること
を役割としています。被災の程度や状況に応じて、地
域ごとにバランスを保った配置をしていけるよう、被
災者とボランティアの仲立ちを行っていきます。

感染症と言われる厄介な病気は、医療を提供する側
からすれば、手間がかかる割には、経営上の採算が取
りがたい分野です。従って、これを担う医療機関は「民
間」より「公立」が中心にならざるを得ません。市立
柏病院は長年にわたって、文字通り「公立」病院とし
て柏市内のみならず近隣地域住民の命と健康を護り、
増進もさせて来ました。この役割がある限り、市立柏
病院は建物が老朽化したとの理由だけでなく、早期に
建替えを果たした上で、今後とも近隣地域を含めた住
民の、その時代や状況に見合ったニーズに応え、「安
心」できる医療機関として、存在し続けて行かねばな
りません。
【総務部取材】
富勢小・東小・西小 富勢中
夏休み期間 8 月 8 日から 23 日まで
暑さに負けず 勉強の遅れを取り戻して!!

なお、ボランティアセンターでは、通常においても、
色々なボランティア活動をしたい方と、ボランティア
をしてほしい方を、おつなぎする活動をしています。
詳しい内容は下記にお問い合わせ下さい。
柏市社会福祉協議会ボランティアセンター
電話：04-7165-0880
【富勢ちいき♡いきいきセンター 7128-9871】

―両面ご覧下さい―

地域包括支援センターにお任せ下さい！

遊戯室だより

地域包括支援センターは、高齢者の皆様が、住み
慣れた地域で安心して、いきいきと暮らしていける
ように、保健・医療・福祉の専門職が、関係各所と
連携しています。窓口や電話、訪問での相談も行っ
ています。まずは、お気軽にお電話ください。
電 話：04-7130-7800
開設日：月～土 8 時 30 分～17 時 15 分
場 所：介護老人保健施設はみんぐ 1 階

★夏期青少年ボランティア体験者 募集

☆０才のじかん
8 月 5 日（水）
、26 日（水）13：30～15：00
8 月 12 日、19 日はお休みです。
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。

ラインで”友だち追加”始めてます
介護予防講座や防犯情報などの情報が
届くよ。QR コードを読み取り追加してね
(*’ω’*)
【寄稿 北柏地域包括支援センター】

「デマ」や「噂話し」に動揺しないように!!
「デマ」には、オオカミ少年型で、人を怖がらせる目
的や目立ちたりやが流します。さらに、外国人や特定
の人を、おとしめるために流すものもあります。
根も葉もない「デマ」や「噂話し」の例
・マスクやトイレットペーパーが無くなる。
・○○会社で、××病院でコロナが発生した など
情報源をしっかりと突き止め、イタズラに踊らせら
れないようにしましょう。
心配なときには、
「消費生活センター」に相談を。
柏市消費生活センター 7164-4100
消費者ホットライン 局番なし １８８
【寄稿 消費生活コーディネーター富勢地区担当】
布施分館 ７１３２－３１９３
根戸分館 ７１３１－６０５３

布施・根戸分館をはじめ、18 の市立図書館本館・
分館では、コロナ対策をして、皆さまのご利用をお
待ちしています。

７１３５－３９６０

中学生～18 歳を対象に、布施遊戯室において、乳幼
児とのふれあいや、夏休みの行事の手伝いなど、ボラ
ンティア体験したい皆さんを募集しています。
8 月 1 日(土)～30 日(月)
13：30～16：30
※17 日除く(休室日につき)
申込受付け中です、電話で。
ボランティアは１日 2～3 時間程度で、日時を調整
します。ボラティア体験、初めてでも大歓迎です。

地域の資源情報と
して作成した
「富勢地域まるごと活用マップ」
を北柏地域包括支援センタ
ーで配布して
います。

図書館だより

電話

☆なかよし広場
8 月 11 日（火）
、25 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
8 月 13 日（木）9：30～11：30
対象：小学生以上
内容：木の小枝や木くずの粉を使って，自由に
作品を作ります。
参加費:無料
申込：受付中 13：30～ 電話で（先着 10 人）
★夏休みクラフト教室「昆虫クラフト」
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）
内容：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。
参加費:250 円
申込：受付中 14：00～ 電話で（先着 10 人）
布施分館では、毎月の新着案内は、
背表紙のコピーを柱に貼り、図書は
入口左の書棚に展示しています。
いずれの分館でも、新着図書が毎
月届きます。定期的に訪問し、新着
図書を手に取ってみて下さい。

新着図書 書棚

(写真は布施分館の様子)
―両面ご覧下さい―

新着図書 書棚
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個人や家族でできることを
精一杯やっていきましょう！

富勢を代表する八朔相撲大会
やむを得ず中止を決断

市立柏病院現地建替え対策委員会

復活 26 回を数える本年 2020 年は、2011 年(平成 23
年)に続き、八朔相撲大会を中止する決断を致しまし
た。2011 年は 3 月 11 日に発生した、東日本大震災後
の放射能の影響を懸念してのことであり、2 度目の今
回は、ご存知の通りのコロナ禍によるものです。
8 月 8 日に開催予定をしていた理事会は、全国的に
新型コロナウィルスの感染者が急増してきたため、三
密を避ける意味から、開催を見送ることにしました。
町会・自治会長と充分な協議ができずに、ふる協役員
のみでの決定になりました。どうぞご理解願います。
さらに、三世代ふれあい体育祭および文化祭も中止
することに致しました。また、利根川クリーン作戦・
富勢地区自主防災訓練など 11 月以降につきましては、
新型コロナウィルスの感染拡大状況を見て、9 月以降
順次判断していくことにします。皆さまのご理解とご
協力をお願い申し上げる次第でございます。
【会長 後藤 敏】

高齢者をいたわる思いやりに

拍手を！！

富勢中学校 1 年生 女子 2 名は、8 月 8 日(土)
12 時頃 富勢分署先のセブンイレブン付近で、70 代
の男性が頭から出血し倒れていたため、救急車が到
着するまで止血していた。
男性は歩いている際に熱中症で倒れ、頭を打って
いた模様で救急搬送が必要な状況だった。男性は無
事だとのことです。
8 月 9 日(日)に救急隊員の方が来校し報告してくだ
さいました。
【寄稿 富勢中学校】

インターネット通販

“ここに注意”

●こんな相談が増えています
・お金を払ったのに、届かない
・定期購入とは知らなかった
・キャンセルできない
●こんなサイトは、詐欺サイトの可能性あり
・支払方法が「前払い」
・銀行の振込先が法人ではなく、個人名
・極端な値引きで、あまりにも安い
・電話番号、住所を確認したらデタラメ
問題発生後、業者と連絡が取れなくなれば、お金を
取り戻すのは困難です。その場合は、すぐに振込先
銀行と警察に連絡してください。
【寄稿 消費生活コーディネーター富勢地区担当】

新型コロナウィルス感染症の感染者数が増加し続
けています。この状況は、私たち一般国民からすると、
Go To トラベルの実施と共に、全国各地にその範囲を
拡げていったように思えてなりません。また、春先の
時点では、夏場になればウィルス活動もいくらか抑制
されるのでは、といった情報もありましたが、実際に
はそうした予想に反した展開となってしまったよう
です。
この病気の怖いところは一度罹患してしまうと、適
切な治療が加えられ、その場ではいったん治癒したよ
うに思われても、後日さまざまな形での後遺症が発症
してしまうケースもあり、なかなか一筋縄ではいかな
い難しい問題を抱えているとのことです。私たちとし
ては、日々テレビや新聞報道にあるように、とにかく
「三密」を避け、マスクの着用をはじめ、帰宅時にお
ける手洗いやうがいの励行など、個人や家族としてで
きる最大限の「対応」を、確実に実施していくよう心
がける以外にないものと思われます。
令和 2 年度第 1・4 半期（4～6 月）の病床利用率は、
59.6％だそうです（医療公社）。ここにもやはり新型コ
ロナウィルスの影響が、もろに反映されてしまってい
ます。病床利用率向上を目指す関係者の努力は、引き
続きお願いしていくにしても、これにこだわり過ぎて
しまうと、感染症のような病気への対応は出来なくな
ってしまいます。
前月号では「感染症」とりわけ、得体のしれない部
分の多い「新型コロナ」のような病気の場合には、こ
れを担う医療機関は、どうしても「民間」より「公立」
が中心とならざるを得ないとしました。
市立柏病院が一日も早く建替えを実現し、時代の要
請に即した新しい病院に生まれ変わっていかねばな
らない、私たちは変わることなくそのように考え続け
ています。
今のままの病院では、建物の構造自体が現代風でな
く、しかも老朽化が限界値を超えてきているところか
ら、コロナウィルス感染症への万全な形での対応は望
むべくもありません。そうした中にありながら、現状
は「一般患者と発熱患者を分けるなど、感染対策を徹
底して診療を行っている」
（医療公社）とのことです。
9 月議会は 4 日（金）より始まり、一般質問は 10 日
（木）からの開始です。各議員の日程の詳細は、各町
会・自治会宛の別途文書をご参照下さい。多くの方の
議会傍聴を、お願い申し上げます。 【総務部取材】

―両面ご覧下さい―

富勢地域には、中学校 1 校、小学校 3 校あります。八朔相撲・ふれあい体育祭など
当ふるさと協議会の活動には、生徒・児童のみならず、先生たちの絶大なる協力を
頂いております。改めて、この 4 校の紹介を、シリーズでお伝えします。 【総務部】

柏市立富勢中学校です。
柏市立富勢中学校は、昭和２２年５月創立、開校７４年目を迎えた柏市で
最も歴史のある学校の一つです。今年度新入生を迎え、全校生徒５０１名、
教職員４８名で令和２年度がスタートしました。ＰＴＡ、ふるさと協議会、
青少協をはじめとし地域の方々の献身的な姿勢と、教育熱心な皆様の御尽
力、並びに調和のある協力体制が、富勢中学校の誇りと伝統であります。
本校では、目指す生徒像として次の３つを掲げています。
１． 確かな学力を身につけた生徒
２． 優しく思いやりのある生徒
第 73 回体育祭
３． 丈夫で健康な生徒
学校生活の様々な場面で、この生徒像を念頭に教職員一同が一丸となって取り組んでおります。
学校は生徒が主役であり、一人ひとりの生徒の限りない可能性を引き出し、これからの変化の激しい社会で、
逞しく生きていく力を育む場であると考えています。中学生だから経験できることを大切にし、一歩ずつ前進で
きるよう努力してまいります。
昨年度末から新型コロナウィルス感染症対応に追われていますが、新しい生活様式の中で生徒たちも頑張っ
ています。引き続き、皆様のご理解・ご協力をいただきますよう宜しくお願い致します。

“いじめを許容しない”授業

道徳授業研修

「水の電気分解」の実験

【寄稿 富勢中学校】

遊戯室だより
図書館だより

布施分館 ７１３２－３１９３
根戸分館 ７１３１－６０５３

布施分館 保存期間が過ぎた雑誌を差し上げます
布施分館において、保存期間が過ぎた定期購読雑誌
を、希望者に差し上げます。
9 月 26 日から 2 週間程度布施分館入口付近に展示
します。なくなり次第終了となります。ご来館の上、
ご自由にお持ち下さい。
ＮＨＫきょうの料理
日経マネー
婦人画報
小説推理
＆ Ｐｒｅｍｉｕｍ
JR 時刻表(奇数月)
モーターサイクリスト

日経ヘルス
ＢＥ－ＰＡＬ
週刊 文春
ＤＩＭＥ（ダイム）
ダ・ヴィンチ
旅の手帖
小説 新潮

電話

７１３５－３９６０

☆０才のじかん
9 月 2 日、9 日、16 日、23 日、30 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
9 月 8 日(火）、22 日(火）10:00～11:20
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。
★ハッピーハロウィーン！！
10 月 26 日(月）10：30～11：30
対象：乳幼児と保護者
内容：簡単なハロウィーンの工作や歌・絵本を楽
しみながら、親と子の交流を深めます。
申込：10 月 2 日(金）13：30～電話で（先着 6 組）
参加費：無料

―両面ご覧下さい―

令和 2 年 10 月（第 293 号）

編集発行 柏市富勢地域ふるさと協議会総務部
問合せ TEL 7132-3100 柏市布施 1196-5
(柏市布施近隣センター内)
ホームページ

1980 年創刊

https://furusatotomise.com

毎月１日 各戸配布 8,000 部発行

ふるさと富勢又はＱＲコードで検索

３密を避けて 富勢地域クリーン作戦❢

布施遊戯室イベントの案内

コロナ禍の中、イベントの中止が続いていますが、
11 月は恒例の利根川クリーン作戦の時期です。この
戸外での活動は、３密になりにくいと考えました。さ
らに、５月のごみゼロ運動がコロナ禍で中止になった
こともあり、本年は、利根川周辺より富勢地域のゴミ
拾いを優先しようということで、私たちの住んでいる
周辺のゴミゼロを企画しました。
日時：11 月 8 日(日) 8:30～10:00
要領：参加者それぞれの自宅より、町会・自治会の
定められた集積場所まで、徒歩で路上に散乱する
ビン・缶などのゴミを拾い集めて行きます。集積
場所は「ごみゼロ運動」と同じ 10 カ所です。
町会・自治会単位で「ごみゼロ運動」と同じ要領で
行います。別途各会長宛、詳細をご案内します。
【環境部】

☆０才のじかん

キタカシワハロウィンナイトｎｅｏ！開催します

電話 ７１３５－３９６０

親と子の交流や情報交換の場

10 月 7 日、14 日、21 日、28 日各水曜日
13：30～15：00
対象：０歳児と保護者 直接どうぞ

☆なかよし広場

親と子の交流や情報交換の場

10 月 13 日(火）、27 日(火）10:00～11:20
対象：乳幼児と保護者 直接どうぞ

★ハッピーハロウィーン！！
10 月 26 日(月）10：30～11：30
対象：乳幼児と保護者
内容：簡単な工作や歌など、ハロウィーンの雰囲
気を楽しみます。
参加費:無料（先着 12 人）
申込：10 月 2 日(金）13：30～ 電話で

★2 人のマジックショー

毎年の恒例となった北柏のハロウィン。今年は、
例年と内容を変更し、
「みんなで作ろうハロウィンム
ービー」、そして、小さなお子様～低学年向けのイベ
ントを人数限定で 10 月 31 日（土）に北柏ふるさと
公園で開催します。詳しくはホームページで随時ご
案内します。
【寄稿 北柏町会】

11 月 14 日（土）13：00～14：30
対象：どなたでも(未就学児は保護者同伴)
内容：地域で活動しているマジシャンとの交流を
通してマジックを楽しみます。
参加費:無料（先着 17 人）
申込：11 月 2 日（月）13：30～ 電話で
【布施遊戯室】

北柏町会納涼夏まつりの
代替イベントの一部が開催

柏市議会９月度も進展なし

8 月 22 日(土)に、北柏町会納涼夏ま
つりの代替イベント「ヒミツフェスティ
バル」の開催を予定しておりましたが、
直前で中止となり、そのうちの一部イベ
ント（書道パフォーマンスや音楽ステージ）を任意団
体「北柏楽しいことやっちゃおうプロジェクト（きた
かし YP）」が引き受け、北柏ふるさと公園で実施され
ました。(QR コードに写真掲載)
また 19 時には、公園横の河川敷より、シークレッ
ト企画としていた打ち上げ花火を実施し、目前の夜空
を彩りました。当日はこれに加え
て 20 時から手賀沼南岸でエール
花火も打ち上がり、イベントの中
止が相次ぐ中、少しばかりの楽し
い時間を過ごして頂けたのでは
ないでしょうか。なお、花火に関
しまして、大変多くのご協賛を賜
りました。厚く御礼申し上げま
す。 【寄稿 北柏町会】

市立柏病院現地建替え対策委員会
柏市令和 2 年 9 月度市議会は、9 月 4 日（金）～29
日(火)が会期でした。
① 病院建替え問題に関しては、5 人の議員が一般質
問の中で、市長やその他幹部の意向をただしました。
2 条件の一つ病床利用率については、令和 2 年 4～6
月が 59.6％でしたが、これは明らかに新型コロナウ
ィルス感染症の影響によるもので、市長も議会答弁
の中で、これらを建替えの判断数値とするものでは
ない、と明言しています。
② 小児医療の拡充については入院体制の整備など、
着実に進展しています。
地域ボランティア・有志による、花壇の花植え
や、病院敷地内の雑草除去も、引き続き取り組ま
れています。市立柏病院が早期建替えを果たし、
柏市民や周辺地域住民の命と健康を護り・増進さ
れていくことを願っています。 【総務部取材】

―両面ご覧下さい―

富勢地域の中学校 1 校、小学校 3 校の紹介！第 2 弾 富勢小学校です 【総務部】
富勢小学校は地域と共に１２０周年！
～これからもよろしくお願いします～
柏市立富勢小学校は，明治３３年５月の富勢尋常小学校開校から，お
陰様で創立１２１年目を迎えました。今年はコロナウィルスの影響で，
６月１日に入学式が行われましたが，第１２０回の入学式には９９名の
新入生を迎え，６９３名の児童でスタートすることができました。
本校の目指す児童像は，以下の３つです。
１． 知識や経験をもとに，学び続ける児童
２． 自分も，相手も，大切にできる児童
３． 心身ともにたくましい児童

令和２年度入学式

今年は，例年通りの学習や体験，行事等ができませんが，感染症予防
と拡大防止に努めながら，目指す児童像に向け，工夫しながら教育活動
を進めているところです。富勢地区の伝統行事である三世代運動会や八
朔相撲も中止となってしまいましたが，地域とのつながりは子供たちに
とって，生活の基盤であると考えます。
今後は地域ボランティアを募りながら，教育活動を支えていただきた
いと思いますので，皆様のご協力をよろしくお願いいたします。

令和元年度運動会

学校や子供たちのためにお力を貸していただける方がいらっしゃい
ましたら，ぜひ学校までご一報ください。ボランティアは，可能な日に
可能な範囲で構いません。
感染症対策をしながら，活動していただきます。
【連絡先】
柏市立富勢小学校(教頭まで)
℡ ０４－７１３３－２０７７
令和元年度くすのき音楽祭

【今年度のボランティア募集内容】
・部活動

吹奏楽・陸上

朝７：３０～８：００（火～金）

・学習支援

○付け，ミシン補助，キャリア教育など

・図書整理

本の整理清掃等 月 1 回 第３金曜日 ９：００～１０：００

・交通安全指導

登下校時間帯の危険箇所の見守り

・花の植え替えや草取り

月２回

第２・第４火曜日 １０:００～１１:００

・校内清掃

週２回

火・木曜日 １３：３０～１４：１５

・消毒作業

週２回

月・木曜日 １５：４０～１６：００

・ベルマーク活動

日程は後日調整

・クラブ活動

４回 （11/17 12/8 1/26 2/16） １４：５０～１５：３５

※卓球クラブ，バトン(ダンス)クラブ，室内ゲームクラブ，コンピュータクラブ，手芸・ビーズクラブ

災害に便乗した

悪質な修理業者に注意

・災害に便乗して、住宅修理をさせられた。
・火災保険が使えるので「申請代行をする」と言われ
た。
※本当に被害を受けた時は、複数の業者から見積書を
取って、検討しましょう。
※保険の対象になるかなど、申請については、自分で
確認しましょう。

※家族や周囲の人は、
「高齢者・障がい者の家」に不審
な人物が出入りしていないか気を配りましょう。
不安を感じたら、早めに消費生活センター 又は
消費者ホットライン「１８８」にご相談下さい。
【寄稿 消費生活コーディネーター富勢地区担当】

―両面ご覧下さい―

令和 2 年 11 月（第 294 号）

編集発行 柏市富勢地域ふるさと協議会総務部
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布施遊戯室イベントの案内

ソーシャルディスタンスを取って

戸外でラジオ体操 柏おどりを!!
「サロン一休」は、コロナウィルス禍のためお休み
をしていますが、前月(10 月)より、つながりを大切に、
またフレイル予防も兼ね、“ラジオ体操と柏おどり”を
始めました。
前原会館室内で行われているサロンを再開出来る
までは、戸外でソーシャルディスタンスを守りながら
活動して行きたいと思っています。
どなたでも参加出来ます。ご一緒にチャレンジして
みませんか。
日時 毎週月曜日(祝日含む) 10:30～11:00 雨天中止
場所 前原会館（公園）
参加費 無料
申込み 不要（現地に直接）
問合せ先 サロン・一休
光城（☎0*0-3434-4001）
（フレイルとは、加齢により心
身が衰えた状態を言い、フレイルの時期を経て、
徐々に要介護状態に陥ると考えられています。）
【福祉事業部】

富勢地区自主防災訓練

中止

11 月下旬開催予定の防災訓練は、富勢消防署・柏
警察署・柏市役所・柏消防団出席の打ち合わせ会議
で、開催を中止することを決定しました。
昨年は台風・大雨の影響で開催を中止し、本年は
コロナ禍による感染拡大防止によるもので、2 年連
続の中止になりました。
【富勢地区自主防災防犯会】

電話 7135-3960

☆０才のじかん
11 月 4 日(水) 11 日(水）18 日(水) 25 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
☆なかよし広場
11 月 10 日(火）24 日(火）10:00～11:20
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。
申込：直接どうぞ
★2 人のマジックショー
11 月 14 日(土） 13：00～14：30
場所：布施近隣センター 和室
対象：どなたでも（未就学児は保護者同伴）
内容：2 人のマジシャンによる、わくわくドキド
キのマジックショーです。
マジックの体験もできます。
参加費：無料
申込：11 月 2 日(月）13：30～電話で
（先着 17 人）

コロナ禍で頑張る市立病院！ぜひ建替えを
市立柏病院現地建替え対策委員会
コロナ禍の中、市立柏病院は 5 月にベッド稼働率
56％まで落ち込みましたが、9 月には 71％となりま
した。また外来患者数も 5 月には前年比△27.9 まで
落ち込みましたが、9 月には△0.2％まで持ち直しまし
た。また、小児科に関しては、入院患者数、外来患者
数も前年比同等以上となっています。
これらは市立柏病院医療スタッフ及び職員一同の努
力の結果と思われます。
老朽化の進む施設を一日でも早く建替えるよう、対
策委員会は今後も、市に働きかける運動を継続して参
りますので、皆様ご支援をよろしくお願い致します。
【総務部取材】

前年のマジックショーの一コマ

★ハッピークリスマス！
12 月 14 日(月） 10：30～11：30
場所：遊戯室
対象：乳幼児と保護者
内容：クリスマスにちなんだ簡単な工作、歌、
ブラックシアターなどを楽しみます。
参加費：無料
申込：11 月 17 日(火）13：30～電話で
（先着 12 人）
【布施遊戯室】

―両面ご覧下さい―

富勢地域の中学校 1 校、小学校 3 校の紹介！第 3 弾 富勢東小学校です 【総務部】
柏市立富勢東小学校は，昭和５４年４月に富勢小学校の分離校として
創立されました。本年度は４２年目です。
今年度１年生を加えて，現在全校児童８８名，教職員２３名で日々の教育活動に取り組んでおります。
それでは，各学級の様子をお伝えいたします。
１年生１５名

・元気いっぱいの１年生です。
勉強にも懸命に励んでいます。
休み時間になると，校庭で体を
思いっきり動かしています。

２年生１７名

・明るく元気な２年生！学級目標
「ヒカレ！」をめざし，学習・運
動・生活で頑張っています。
これからも，笑顔いっぱい！
ヒカレ！
５年生１３名

４年生１５名

・チャレンジ精神旺盛な４年生
です。高学年の仲間入りをし，生
き生きと委員会活動等に励んで
います。

・何事にも明るく元気に全力で取
り組む５年生です。林間学校でた
くさんの方に支えられ，最高の思
い出を作ることができました。

３年生１６名

・外遊びが大好きで，毎日楽し
そうに学校生活を送っていま
す。友だちを大切にできる思い
やりのある３年生です。
６年生１２名

・日々の時間の中から，小さな楽
しみを見つけて前向きに生活し
ています。休み時間はみんなでゲ
ームをする等，
「チーム１２」 仲
良く過ごしています。

富勢東小学校は，ＰＴＡ，ふるさと協議会，青少協をはじめとし，地域の方々の献身的な姿勢と，教育熱
心な保護者の方々ご尽力，並びに調和のある協力体制により支えられております。
今年度はウイルス感染予防のため，様々な活動が思うようにできずにとても残念に思います。今後とも地域
に生きる子どもたちのことをよろしくお願いいたします。
【寄稿 富勢東小学校】

クレジットカード

使った覚えがない請求が？！

カードの利用明細は必ず確認しましょう。
明細に不明な点がある場合には、すぐにクレジッ
預金通帳を見たら、カード会社からの引き落とし
ト会社に問い合わせしましょう。
が高額なのに驚いた。カード会社の明細を確認すると、
【寄稿 消費生活コーディネーター富勢地区担当】
普段は 2000 円だったスマホの利用料が、3 か月前か
ら 8,000 円、11 万円、8 万円になっている。
カード会社からの利用明細は、ウェブ明細を利用
しているので、特に確認をしていなかった。身に覚え
のない請求や高額な引き落としに気づくためにも、
―両面ご覧下さい―
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救命講習会

ふるさと富勢又はＱＲコードで検索

開催断念！！

毎年 1 月下旬に、恒例開催している救命講習会は、
新型コロナウィルス感染拡大の終息が見られない中、
開催を中止することに致しました。
今回は参加したいとの声も聞いておりましたが、事
情ご賢察し、ご理解のほどよろしくお願い致します。
【富勢地区自主防災会】

音楽イベント開催
北柏ふるさと公園 Forest Music Cruising
北柏ふるさと公園で、12 月 19 日（土）
、26 日（土）
い ず れ も 14 時 ～ 18 時 で 、「 北 柏 ふ る さ と 公 園
Forest Music Cruising」
（音楽イベント）を開催しま
す。公園内のカフェ 花小鳥 COFFEESTAND での
投げ銭ライブです。イベント自体は無料ですが、同カ
フェでのご注文をお願いします。
北柏ふるさと公園では 10 月 30 日より 1 月末までイ
ルミネーションが行われており、前半は森の中で、後
半は光の中で音楽に包まれるイベントです。 あわた
だしい年の瀬ですが、少し音楽に身を委ねて気持ちを
リセットしてみませんか？
【寄稿 北柏町会】

ご協力ありがとうございました

富勢地域クリーン作戦!!

電話 7135-3960

☆０才のじかん
12 月 2 日（水）
、9 日（水）、16 日（水）
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

12 月 8 日（火）、22 日（火）10:00～11:20
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。
★ハッピークリスマス！
12 月 14 日(月） 10：30～11：30
場所：遊戯室
対象：乳幼児と保護者
内容：クリスマスにちなんだ簡単な工作，歌，
ブラックシアターなどを楽しみます。
申込：満員御礼(定員 15 人)
【布施遊戯室】

年末年始休業のお知らせ

11 月 8 日(日) 町会・自治会単位で富勢地域全域を
巡回し、ゴミ拾いを行いました。
例年は利根川のクリーン作戦を行っていました。し
かし、今年は、例年 5 月末に行っている「ごみゼロ運
動」を、コロナ禍で中止したことで、利根川周辺より、
富勢全域をクリーンにしよう、ということで企画した
ものです。
戸外活動で、３密をさけることができ、コロナウィ
ルス感染の危険性も薄いと判断して行いました。
当日は、穏やかな気温の中、20 町会・自治会合計 476
人の参加で、82 袋のゴミが集められました。
ご参加いただいた皆さま、ありがとうございました。
成功裏に終了しました。感謝申し上げます。
【環境部】

布施近隣センターに集められたゴミ

布施遊戯室イベントの案内

12 月 29 日(火)～1 月 3 日(日)
・布施近隣センター
・布施遊戯室
・富勢ちいき♡いきいきセンター
(火・水・金曜日開設 12/26～1/4 お休み)
・根戸近隣センター
・同体育館
12 月 28 日(月)～1 月 4 日(月)
・図書館布施分館
・図書館根戸分館
両分館とも今年度は、蔵書点検による
休館日はありません。
【総務部取材】

カンパ金

26 万円集まりました
市立柏病院現地建替え対策委員会

9 月 25 日付「対策委員会宛カンパ金支払いお願
い」で各町会・自治会に要請をしたところ、11 月
25 日現在で、9 町会・自治会からご協力頂きまし
た。御礼申し上げます。又「現地建て替えのぼり
旗」を新規注文しましたので、旗の取り換え等を皆
様にお願い申しあげます。委員会として、あくまで
も現地建替えを訴え続けて参りますので、引き続き
皆さまのご協力をお願い致します。
【総務部取材】
―両面ご覧下さい―

富勢地域の中学校 1 校、小学校 3 校の紹介！第 4 弾 富勢西小学校です
9 月号で富勢中学校、10 月号で富勢小学校、11 月号で富勢東小学校。今月が学校紹介最後です。記事の提供
を戴きました、各学校の校長先生はじめ皆さまありがとうございました。御礼申し上げます。
【総務部】

富勢西小学校

「元気いっぱい

夢いっぱい

笑顔あふれる

富西小」

１

学校教育目標「生きる力」のある児童の育成 ～確かな学力・豊かな心・健やかな体～
・目指す学校像 信頼される学校 安心・安全・きれいな学校 挨拶が交わせる学校 元気に生活できる学校
・目指す児童像 知識や経験をもとに学び続ける児童（知） 自分も，相手も，大切にできる児童（徳）
心身ともにたくましい児童（体）
・目指す教職員 児童や保護者から信頼される教職員
思いやりがあり，児童に寄り添える 共に学び，共に遊び，共に考える
・キャッチフレーズ ～元気いっぱい 夢いっぱい 笑顔あふれる 富西小～

２ 研究主題 学び合い，学び続ける児童の育成 ～算数指導の授業改善～
・目指す児童像（算数科）
低学年 自分の考えを発表できる子，質問できる子
中学年 自分の考えをわかりやすく説明できる子，質問できる子
高学年 自分の考えを順序立てて説明し，質問できる子
３ 学習の基盤となる資質能力（言語能力，情報活用能力，問題発見・解決能力）の育成
・児童が他者と協働して自他の考えの共通点や相違点を捉え，考えを広げ深めることができる学習の実施
・児童が体験的な学習や繰り返し学習，資料等を活用し自分の考えを書いたり話したりできる学習の実施
・児童自ら課題設定できる指導計画の作成

写真は６年生がプランクトンを採集するために学校近くの用水路へ行ってきた様子です。

日頃より本校の教育活動に御理解と御協力を賜り，誠にありがとうございます。富勢西小学校は，昭和５８年
開校以来，今年度３８年目を迎え，平成２４年度には創立３０周年記念式典を挙行しました。令和２年度は，１
年生から６年生までが各１学級，なかよし１学級，ほほえみ１学級の計８学級，ことばの教室１教室，児童数１
６７名，教職員数３０名でスタートしました。学校教育目標は，社会の変化に対応でき，心身ともに健康で知性
と感性並びに道徳心に富み，心豊かでたくましく生きる人間の育成をめざすために，
「生きる力」のある児童の
育成～確かな学力・豊かな心・健やかな体～とし，～元気いっぱい 夢いっぱい 笑顔あふれる富西小～をキャ
ッチフレーズとしています。今年度は新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため，計画の「実施」
「中止」
「代替」
「新たな取組」がありました。
「新しい生活様式」の中で，教職員一丸となって，教育活動の充実に取り
組んでまいります。今後ともよろしくお願いいたします。
【寄稿 富勢西小学校】

交通安全サポーターを募集しています！
【活動日】 週１回から 朝 7：00 から 8：00 の間の登校時間帯
【活動場所・内容】 富勢西小学校区内の交差点や十字路等での見守り活動です。同じ場所で見守り活動をします。
連絡先 柏市立富勢西小学校 教頭へ ☎０４－７１３２－２２４４
―両面ご覧下さい―

