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令和 4 年度定期総会を開催 
富勢地域ふるさと協議会 

5 月 14 日(土) 布施近隣センター会議室において、令
和 4年度の定期総会を開催しました。 
出席者 37名、 委任状 91名、 合計 128名 
総数 143名（出席率 89.5％） 
前年度同様、新型コロナウィルス感染予防のため、各部
の出席数を少なくして、開催し
ました。 
会議に先立ち、柏市福祉総務
課（吉田、中村両氏）から、”民
生委員児童委員”の 3年ごとの
改選期により、委員の推薦依頼の要請がありました。 
柏市から、田所布施近隣センター所長、市民活動推

進 課 ・ 吉 田 課
長・白井富勢担
当・井坂地域コ
ーディネーター
が出席されまし
た。 
【総務部】 

基本計画策定に着手 

市立柏病院の現在地建替え 

昨年 12 月の柏市議会の席上、太田市長が市立柏病
院の現在地建替えを表明されました。 
令和 4 年度を迎え、市立柏病院の建替えを担当する医
療公社管理課に、建替えに向けたその後の取組み状況
を取材しました。 
医療公社管理課によると、市立柏病院の建替えに向け
た取組みとして、市立柏病院が担うべき役割をまとめた
「市立柏病院のあり方」は既に策定していることから、今
年度は、建替え後の詳細な医療機能などを定める「市立
柏病院再整備基本計画」を策定するとのことです。 
 現在、「市立柏病院再整備基本計画」の策定支援業者
の選定を進めており、支援業者の決定後、本格的に計画
策定に入るとのことです。 
 なお、設計と工事に関する詳細なスケジュールは、今年
度、「市立柏病院再整備基本計画」の中で検討するとの

こ と で す
が、令和５
～ ６ 年度
に設計を
行 い 、 令
和 7 年度
以降 、 工
事に着工
できるの
ではない
かとのこと
です。 
 

【市立柏病院現地建替え対策委員会】 

布施遊戯室イベントの案内  電話７１３５－３９６０ 

☆０才のじかん    13：30～15：00 

6月 1日、8日、15日、22日、29日  各水曜日 
7月 6日（水）、13日（水） 
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   10：00～11：20 

6月 14日（火）、28日（火） 
7月 12日（火）、26日（火） 
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。 

☆ミニわいわい in 布施近隣センター10：00～12：00 

6月 8日（水）   7月 7日（木） 
対象：乳幼児と保護者  直接どうぞ 
内容：手遊び、パネルシアター、エプロンシアターなど

を親子で楽しみます。 

★ファミリーデー「みんなで遊ぼうプラレール」 

6月 5日（日）  10：00～11：00 
対象：幼児～小学生と保護者  事前申込制 
場所：布施近隣センター１階和室 
内容：たくさんのレールをつないで、家族みんなでプラ

レールを楽しみます。 【布施遊戯室】 

電話 de 詐欺 多発！！ 
被害が増加しています 

主な詐欺の手口と、その語り内容の例 
◎オレオレ詐欺 
「仕事の大事な契約書を間違ったところに送っちゃった」 
「契約金を、いくらか立て替えてくれないか？」 
「仕事仲間が自宅まで行く、現金を用意して待ってて」 
◎還付金詐欺 
「医療費の払い戻し（還付金）があります」 
「手続きについて、銀行から連絡があります」 
「近くのＡＴＭまで行ったら、手続きを説明します」 
「電話を切らず、言うとおりにＡＴＭを操作して下さい」 
◎預貯金詐欺 
「口座から現金が不正に下ろされています」 
「確認のため、口座番号と暗証番号を教えて下さい」 
「警察の者か、銀行員がキャッシュカードを受け取りに
行きます」 

これらはいずれも詐欺の疑いがあります。電話 de詐欺
被害に遭わないためには、犯人と話しをしないことが一
番です。ご自宅の電話を『留守番電話設定』にして、犯人
からの電話をブロックしましょう。 
もしも、話しをしてしまって困った場合は、警察署または、
柏市消費者生活センターに相談しましょう。 

柏警察署生活安全課 ０４－７１４８－０１１０ 

柏市消費生活センター 04-7164-4100 
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3年ぶりの田植え体験 
あけぼの山農業公園 

一日、雨天順延となった 5月 15日(日)、富勢地区ふ
るさと農園営農組合主催で『田植え体験』が、トマトハウ
ス裏手の田んぼで行われました。 
柏市広報「かしわ」で募集した小学生を中心とした 44
組、150人ほどの家族が参加しました。 
最初は、おっかなびっくりで泥の田んぼに入っていまし
たが、やがては、楽しそうに苗を植えこんでいました。 

【取材 総務部】 

フレイル状態になっていませんか？ 

コロナ禍で外に出かけて、人とおしゃべりする機会が減
っていませんか？ 特に高齢になると外出する機会が減る
ことで、心身ともに虚弱になる「フレイル状態」に陥りやす
くなります。フレイルは日常生活を見直すなどの、正しい対
処をすれば健康な状態に戻ることができます。 
フレイルを予防するためには、以下のことを心がけてみ
てくだい。 
① 栄養バランスの良い食事を心がける。 
② 掃除や買い物など家事を、運動の機会ととらえしっ
かり行う。自宅の周りを散歩する。 

③ 歯磨きなどのケアをしっかり行い、口を動かす機会
（しっかり噛む、たくさんお喋りをするなど）を増やす。 
④ 近所の人とあいさつを交わす、近くのサロンに参加
する。昔の友人に電話をしてみる。 

いつまでも元気に自立した生活を送るため、今の生活
の中に取り入れてみてください。 

【寄稿 北柏地域包括支援センター】 

定期総会議案審議 
 

 

 

 

◆事業報告・会計収支報告 

3年度の事業は、前年同様ほとんど中止せざるを得
なく、さみしい報告になりました。 
会計収支報告は、一般会計と福祉事業部会計と別報
告にしました。これは、コロナ禍による事業の中止が多
くなり、多額の繰越金の処理が、柏市（補助金）と柏市
社協（助成金）で対応が異なるため、分離しました。 

◆4年度事業計画・会計収支予算 

今年度の活動計画は、コロナ禍以前の活動を基本と
しつつ、新型コロナの感染状況に応じた活動を行うこと
としています。ただ、前月号でお知らせしたとおり、5月
末の「ごみゼロ運動」については、11月に行うこととし
ました。 
収支予算の「町会・自治会負担金」については、従来
の 1戸当たり年額 230円の計画としました。しかし、上
記の新型コロナの感染状況により、予定した活動がで
きなかった場合も考え、年末ごろまで収支状況を判断し
たうえで、金額を減額して集金することとしたい、という
提案をしました。活動計画・収支予算について、出席者
の挙手によって原案通り、承認されました。 

◆4年度協議会役員 

下記の通り、出席者の挙手によって、承認されました。 

協議会役員   氏 名  

会長  後藤  敏 
副会長  涌井 正幸 
  坂巻 満夫 
  柳  義勝 
  山口 正美 
会計  宮崎 昭政 
総務部長 秋山 宏夫 
福祉事業部長 山口 正美（副会長兼務） 
同 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（副会長兼務） 
環境部長 坂巻 満夫（副会長兼務） 
会計監査 伊藤  毅 
  南  忠司 

理事（町会・自治会の地区長） 

地区 町会・自治会名 氏 名 
A 寺山町会 坂巻 一義 
B 布施新町町会  当該町会からの連絡待ち 
C 前原町会 横山 一治 
D 高野台町会 土井 一雄 
E ウィンザーハイム  

北柏ｶﾞｰﾃﾞﾝ自治会 伊藤 哲郎 
F 北柏台町会 諸見里 安吉 
G 北柏町会   甲斐 隆裕 
（B地区長は、総会終了後に変更依頼受付） 

行政関連４団体代表 

団体名   氏名 
民生委員児童委員協議会 山口 正美 
青少年健全育成推進協議会 涌井 正幸 
市民健康づくり推進員 岡崎 正枝 
シニアクラブ連合会富勢支部 杉本 定夫  

議案審議終了後、 
富勢ちいき♡いきい
きセンターの漆原千
晶さん(写真左)と、 
富勢支えあい推進
委員 光城京子さん
(写真右)から、あい
さつがありました。 

【総務部】 


