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令和 3 年度定期総会 6月 6日に開催!!  

前年度は、コロナ禍により書面総会にしましたが、

今年度は、3密をさけて換気・消毒に十分に注意して、

開催することに致しました。 

開催日時 6 月 6 日(日) 13:30～ 

会  場 布施近隣センター会議室 

議事次第 

第１号議案 令和 2 年度 事業報告 

第２号議案 令和 2 年度 決算報告  

第３号議案 令和 2 年度 会計監査報告 

第４号議案 令和 3 年度 事業計画案  

第５号議案 令和 3 年度 収支予算案  

第６号議案 令和 3 年度 役員の選出 

関係者の皆さまには、それぞれ通知申し上げます。

ご出席をよろしくお願い致します。  【総務部】 

令和 3年度 ゴミゼロ運動中止 

柏市長より、中止の通知がありました。 

『毎年多くの皆様に御参加いただいておりますゴミ

ゼロ運動について、本年度も新型コロナウィルスの

感染拡大防止及び参加される皆様の健康・安全面を

第一に考慮した結果、やむなく中止させていただく

ことになりました。』     【環境部】 

グラウンド・ゴルフ大会 今秋開催を模索！ 

例年 6 月に開催しているグラウンド・ゴルフ大会

ですが、新型コロナ変異ウィルスの流行、コロナワ

クチン接種の遅れなどで、6 月開催は見送りました。 

11 月には開催できることを願い、準備は進めてい

きます。コロナウィルス感染拡大も収まりを見て、

無事開催できることを祈っております。 

開催できるときは、改めて町会・自治会長にご連

絡致します。            【体育部】 

高齢者向けに鳥取県が発祥の地とされているグラ

ウンド・ゴルフ大会ですが、「グラウンド」が

「土・運動場(ground)」を表し、「グランド」は

「壮大・雄大(grand)」の意味です。【総務部注】 

富勢人事往来（敬称略）令和 3 年 4 月 1 日 

富勢小学校校長  鈴木 成幸 ⇒ 中谷 光男 

富勢東小学校校長 伊藤 雅朗 ⇒ 宮本 健寿 

 

 

 

 

布施遊戯室イベントの案内 電話７１３５－３９６０ 

☆０才のじかん 

5 月 12 日,19 日,26 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 

5 月 11 日(火）、25 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。 

★ファミリーデー 

「みんなで遊ぼうプラレール」 
6 月 6 日（日）10：30～11：30 

対象：幼児～小学生と保護者 （先着 20 人） 

内容：広い和室で，沢山のレールをつなげて電

車を走らせて遊びます。ご家族での参加を

お待ちしています。 

申込：5 月 16 日（日）13：30～電話で 

【布施遊戯室】 

春は出会いと別れの季節 

新担当にバトンタッチ！ 
４月から、富勢ちいき♡いきいきセンターのメイン

担当が交代しました。 

新担当の漆原(うるしはら)です。入社したてで初

めてづくし…慣れるまで何かとご迷惑をおかけして

しまうと思いますが、いち早く富勢地域に馴染める

よう皆さまのお役に立てるようがんばります！火・

水・金曜日 10時～16時、布施近隣センターにおり

ますので、お気軽にお声かけください。 

 

 

 

 

 

 

 

開設から４年間担当してきました小野です。 

４月から新富ちいき♡いきいきセンターを担当するこ

とになりました。富勢での経験を活かしてこれから

もがんばります！地域の行事にたくさん参加させて

いただき、いつも快く受け入れて下さってありがと

うございました。 

今後は時折の水曜日に、従事することもあります。 

【富勢ちいき♡いきいきセンター 7128-9871】  
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令和 3 年 5 月（第 300号） 

漆原 小野 



―両面ご覧下さい― 

令和 3年度協議会役員(案) （敬称略） 

6 月 6 日の定期総会で承認される見込みです。 

会長  後藤 敏 

副会長 柳 義勝・手塚 建二・涌井 正幸・後藤 昭

坂巻 満夫 

事務局 秋山 宏夫・井出 治之 

会計  宮崎 昭政 

会計監査 伊藤 毅・南 忠司 

総務部長 秋山 宏夫 

福祉事業部長 山口 正美 

  事務局長 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 涌井 正幸(兼務) 

環境部長 後藤 昭(兼務) 

Ａ～Ｇ地区ブロック長 および 行政関連団体代表 

4 団体代表者の一部が、4 月 25 日現在未定です。 

定期総会議案書に掲載します。   【総務部】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本誌「ふるさと富勢」300 号を迎えました 

平成 8 年(1996 年)1 月に創刊してから、数回の休刊

月がありましたが、今月で 300 号を迎えました。 

また、表紙タイトルに「1980 年創刊」と記載して

いますが、これは、昭和 55 年(1980 年)10 月に、広

報「あけぼの」を創刊したことによるものです。昭

和 55 年 5 月に布施近隣センターが開設し、「布施近

隣センター運営委員会」において、あけぼのを創刊

し、翌 56 年 5 月に発足した当協議会が引継ぎまし

た。「ふるさと富勢」発行後の「あけぼの」は季刊誌

として継続し、現在は年 1 回、当協議会役員・委員

の住所一覧として限定発行しています。【総務部】 

病床利用率を「上げてから」ではなく 

「上げていくための建替え」です！ 

市立柏病院現地建替え対策委員会 

病院建替え問題における 3 月議会での進展は（ご承

知の通り）、全くありませんでした。私たちは、新型コ

ロナウィルス感染症の発端、その後の経過からしても、

今こそ、老朽化した市立柏病院が、地域医療の拠点と

して生まれ変わるチャンスだと考えます。建替えには

当然のことながら、少なくとも 4～5 年の期間が必要

でしょう。従って、今となっては取り敢えず、その建

替えに向けての方向性を明確にしていくことが第一

歩となりますが、1 日でも早くその決断をすべき時が

きているものと思っています。 

 これまでにも何回となく言ってきましたが、現在の

感染症が仮にいつかの時点で収束したとしても、必ず

や次なる「感染症」が、我が国を含めた世界の何処か

からやってくるのです。加えて、少子高齢化はより一

層進展していくのですから、入院などを含めた一般的

医療需要は、「増加」していくのが当然であり、「減少」

は先ずあり得ない状況です。 

かかる客観的背景が確認できるのであれば、前号で

も触れたように、病床利用率を上げてからではなく、

時代の要請に見合った建替えこそが、利用率を上げて

いく最善の「道」であり、実施すべきものと考えます。 

【総務部取材】 

 新型コロナワクチン接種が始まります 

なりすましにご注意を！！ 

「ワクチン接種ができる。後日返金するので、お金

を振り込むように」などと、公的機関等をかたった、

なりすまし詐欺が発生しています。 

・市役所や保健所の職員が、お金を要求することは

一切ありません。 

・電話やメールで個人情報を求めることはありませ

ん。不審に思った時、困った時には一人で悩まず、

柏市役所、柏警察署・柏市消費者生活センターに、

相談しましょう。 

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】 

 

 

ミニふせフェスタ 

 

3 月 29 日 

布施遊戯室 

 

 

 

 

 

 

 

坂巻 勝氏（享年 75 歳）を悼む 

平成 19 年から体育部長を在任してきた坂巻 勝氏。

令和 2 年 11 月 12 日の朝、自宅で倒れて救急搬送さ

れ、その後治療に専念していましたが、12 月 2 日に

帰らぬ人となりました。 

坂巻氏は、体育部長を 14 年歴任しており、グラウン

ドゴルフ大会、富勢ウォーク、健康柏おどりなどの行

事を精力的に行ってきました。 

八朔相撲大会においては審判部長も務め、さらに昼

休みのイベント「ちびっこ相撲」に大相撲の力士招致

にも尽力し、大会を盛り上げました。 

また、市立柏病院現地建替え対策委員会の幹事とし

ての活躍や、青少協の会長の引き受けや、通学時朝の

学童見守りに柏高校入口交差点に立つなど、多方面に

欠かせない人で、本当に惜しい人をなくしました。 

この 2 月 18 日に、柏市教育委員会から「教育功労者

表彰」を受けました。さらに 6 月 6 日の定期総会の席

上で、ご遺族に「表彰状」を授与し、その功績をたた

え、ご冥福をお祈り申し上げます。    総務部】 

300 号記念特別号 

6月にカラー判で発行予定! お楽しみに! 


