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令和 3 年度の富学協本格スタート

2 年続けての中止に追い込まれる
6 月 26 日に役員会を開催し、当面、次の行事を中
止することに決定しました。
10 月 八朔相撲大会
10 月 三世代ふれあい体育祭
10 月～11 月 文化祭 (文化展 囲碁将棋大会
音楽発表会 芸能大会)
11 月 富勢中学校生徒ボランティアによる花鉢配布
(例年、ビオラの鉢を「83 歳以上の高齢者」と
「70 歳以上のお一人暮らしの方」に届けています)
今後はワクチン接種効果に期待を込めつつも、当面
は、コロナウイルス感染の推移を見ながら活動の可否
を考えて行くことにしております。開催を決めた場合
は、町会・自治会に事前にお知らせします。
【総務部】

病床利用率 80％の達成は

建替えてこそ!！

市立柏病院現地建替え対策委員会
市立柏病院現地建替え問題に関して、市長は、6 月
議会においても、新たな意思や決意の表明には到りま
せんでした。柏市広報紙「かしわ」の 7 月 1 日号によ
ると、柏市健康福祉審議会から示されていた①「病床
利用率（平成 30 年度 80 パーセント）の達成」と②
「小児科の入院体制のめどがたつこと」の 2 つのうち
「平成 30 年には小児科の入院体制を整えることがで
きた」。そして、その後「新型コロナウィルス感染症の
流行により、令和 2 年度における病院建て替えに関す
る取り組みの評価は行なわない」とし「病院の建て替
えについては引き続き感染症に対応しつつ、経営改善
を図った上で判断します」とのことになっています。
私たちは、新型コロナウィルス感染症禍の現状にあ
って、柏市立柏病院を始めとした市内の各医療機関は、
この感染症への対応を、県や国とも連携を強化しつつ、
1 日も早く収束させていくべく、最大限の努力をすべ
きものと思っています。しかしながら足下の状況は、
4 度目の「緊急事態宣言発出」
下にあるわけですから、
かかる「現実」を見るにつけても、上記審議会の言う
病床利用率については、今後の「目標値」として重要
継続課題と位置づけながら、新たな感染症対策を充分
に盛り込んだ「実施設計」作業開始を目指し、先ずは
早急なる建て替えスケジュールを具体化すべきだと
考えています。審議会も、建て替え地は「現在地」と
明言しています。前月号でも触れましたように、病床
利用率は、今や建て替えを行うことによってこそ、実
現されていくものなのです。
【総務部取材】

7 月 10 日(土）富勢西小学校において、令和 3 年
度最初の柏市富勢中学校区学校運営協議会（富学
協）が開催されました。新たな学校運営協議会（コ
ミュニティスクール）が始まって、通算 4 回目の会
議となります。西小のコンピューター室に集まった
委員と、家庭から参加の委員をつなぎ、ズームによ
るオンライン会議で、19 名の委員の他、柏市教育
委員会学校教育課・生涯教育課・土中学校・土小学
校からオブザーバーとして、6 名が参加しました。
新メンバーの紹介の後、各小・中学校の校長から
学校教育目標「生きる力のある児童・生徒の育成」
に対する今年度の具体的な取り組みについて、また
通学路などの安全面での課題について報告がありま
した。委員からは、登下校時の安全、防災（避難
所）訓練、夏休み中の学習などについて質問・意見
などが出されました。
次回の協議会は 10 月 9 日(土）富勢西小学校におい
て、教育ミニ集会と同時開催の予定です。
富学協では活動を地域の皆様に知っていただくため
に、HP を開きました。これから順次、更新・充実し
ていきます。
URL は http://tomise.com ぜひご覧ください。

【寄稿 富勢中学校区学校運営協議会（富学協）
】

松戸の 60 代男性 4,300 万円詐欺被害
3～5 月にかけて携帯電話会社の社員や神奈川県警
の警察官をかたる男から、被害者の男性の携帯に「サ
イト利用に関し未払いがある」「あなたは詐欺事件に
関わっている可能性がある」「お金を振り込めば解決
できる」などと電話がありました。
その男性は指示に従い、複数回にわたり現金を指定
口座に振り込んだり、郵送したが、その後、連絡が取
れなくなり、松戸警察署に相談。特殊詐欺事件として
捜査をしています。(6 月 24 日に産経新聞に掲載)
自分には、身に覚えがなかったり不安を感じたら、
最寄りの警察署か消費生活センターに、早めに相談し
ましょう。 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区担当】

―両面ご覧下さい―

布施遊戯室イベントの案内

コロナに負けない身体づくり
今回は、緑黄色野菜! 緑黄色野菜って？？
色が濃い野菜のこと??? 基準は色の濃さではなく、
β-カロテンの含有量で決められています。
（β-カロテン＝植物がもっているオレンジ色の色素
成分で、抗酸化作用があり、体内では必要に応じてビ
タミンＡに変換され、プロビタミンＡとも呼ばれてい
ます）ビタミンＡは、人体の皮膚や粘膜、免疫機能を
正常な状態に保ったり、視力を維持する役割をし、変
換されなかった β-カロテンは、抗酸化物質として老
化予防や生活習慣病予防に効果があるといわれてい
ます。

電話７１３５－３９６０

☆０才のじかん
※8 月の水曜日と 9 月 1 日(水)はお休みです。
☆なかよし広場
8 月 10 日（火）、24 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。

★夏期青少年ボランティア体験者 募集
［下記の「柏の夏ボラのススメ」4 ページに掲載］

【緑黄色野菜の目標摂取量】
1 日に必要な野菜は、350ｇといわれています。
・緑黄色野菜(ピーマン、人参、小松菜など)
：120ｇ(両手一杯分)
・淡色野菜(キャベツ、玉ねぎ、白菜など)
：230ｇ(両手二杯分)
必要な栄養素がバランスよく摂取できます。
ワンポイントアドバイス
無限ピーマン(無限人参・無限ニラもやし)ご
存じですか？お箸が止まらなくなりますの
で是非お試しください。
（無限ピーマンの作り方・2 人前）
材料：ピーマン 3 個、ツナ缶 1 缶、鶏がらスープ
の素小さじ 1、ごま油大さじ 1、塩コショウ、
白いりごま適量
① ピーマンは、種を取り薄切りにする
② 耐熱容器に、ピーマン、ツナ缶、鶏がらスープの
素、塩コショウ、ごま油を入れ混ぜる
③ ②にふんわりとラップをして、600Ｗのレンジで
2 分加熱し、白いりごまをふる
ワクチン接種は始まりましたが、まだまだ先の見え
ない不安な毎日。今まで以上に、マスク・手洗い・消
毒・バランスの良い食事・適度な運動・十分な睡眠と
笑顔（笑うことで免疫力ＵＰ）で乗り切りましょう。
【福祉事業部】

中 学 生 ～ 大 学 ・ 専 門 学 生 を 対 象 に 、 7/21( 水 ) ～
8/31(火)の期間〖8/13～16 は除く〗13:30～16:30 の
時間内で体験活動できる方を、募集しています。初め
てでも大歓迎。申込は布施遊戯室において 13:00～
17:00 の時間に電話で受けつけています。(7135-3960)
《遊戯室スタッフから》
毎年、男女合わせて、10 名前後の学生がボランティ
ア体験に参加してくれます。
「子どもと遊ぶのが好き」
とか「将来、子どもに関わる仕事を夢見て…」という
思いでの参加者が見受けられます。
今年の「夏フェスタ」は、コロナ禍により規模を縮
小して行うため、イベントでの活動の場が少ないです
が、日々のさまざまな場面での対応に活躍できます。
利用者の幼児や小学生の中には、一緒に遊んでくれ
るお兄さんやお姉さんに会えることを楽しみに、遊戯
室に遊びに来ている姿が多く見られます。そして。会
うのが初めてでも、あっという間に仲良しになり、楽
しいひと時を過ごしています。 【布施遊戯室】

夏休みにはボランティアを！
柏市社会福祉協議会では、小学生から大学・専門学
生のボランティア活動体験を応援するため、夏休み期
間にあわせて「柏の夏ボラのススメ」パンフレットを
作成配布しています。そのパンフには、柏市内外の受
入れ施設や団体が紹介されています。その中から、自
分で活動したい場所を探し、自分で連絡・調整し、活
動を体験する仕組みです。
今年も 2021 年度版を作成して、いきいきセンター
窓口横のラックに置いています。興味を持たれた方は、
ぜひ一度、手に取りご覧ください。
不明な点については、パンフ掲載の問い合わせ先、
または、いきいきセンター(7128-9871)で受けつけて
います。
【富勢ちいき♡いきいきセンター】
―両面ご覧下さい―

