平成 29 年 4 月（第 251 号）

ふるさと富勢

検索👆

(スマホにも対応)

市立病院建替え問題

平成２９年度が始動
３月２５日の富勢ウォークを最後に、平成２８年度
の行事が終了致しました。各町会・自治会並びに地域
の皆さまに支えられ、すべての行事が滞りなく終了で
きましたことに、厚く感謝の意を申し上げます。
平成２９年度の活動計画は、総会の議決を受けてか
らということになりますが、その総会は、５月２８日
(日)に開催を予定しております。これは、各町会・自
治会の定期総会が開催され、それぞれの新役員の確定
を待って行うためのものです。
その間の活動は事後承認となりますが、この一年も
例年同様の活動を継続していくことにしております。
ただ、役員・委員の高齢化に伴う交代要員不足や、八
朔相撲大会基金の取り崩しなど一抹の不安を抱えて
の船出になります。地域の皆さま多くのご支援をお願
い申し上げます。
【総務部】

富勢ウォーク 旧吉田家住宅にて説明を聞く

富勢の行事
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】

毎月１日 各戸配布 8,000 部発行 1980 年創刊
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)
http://www7a.biglobe.ne.jp/~furusatotomise/

4 月 5 日(水) 12:00～15:00
珈琲・紅茶・昆布茶 100 円

5 月 3 日(水)12:00～15:00
★13:00～検討中
4 月 13 日(木) 10:00～11:30
布施近隣センター
4 月 21 日(金)17:00～19:00

移動交番
【柏警察署】
はらぺこさん
【福祉事業部】 布施近隣センター料理実習室
柏おどり練習
4 月 15 日(土)19:00～
【体育部】
布施近隣センター和室

≪お知らせ≫
おしゃべり広場ふせ（富勢東小学校）
日程変更：４月２１日(金）→４月２８日（金）
遊びに来てください！

「
（仮）現地建替えプラン」の
（仮）は取るべしという意見が大半！

先月号でお知らせした通り、去る 3 月 23 日第 7 回専
門分科会が開催され、傍聴者は 40 人、この問題への関
心が相変わらず高いことが充分に見て取れました。
本分科会・事務局側からは、建替え場所が確定されな
いままに市立柏病院の在り方を論議することなど無意
味・不可能、とされた前回分科会における意見に沿って
（「仮に」と断りながら）
、現地建替えを前提に新たなプ
ラン（前回提示プランの修正版）が、様々な資料と共に
示されました。しかしながら、移転先がなくなってしま
った今に到って尚、「仮に」といった注釈付きのプラン
が出てくること自体、やはり不自然すぎます。本分科会
に残された審議時間・課題の大きさからしても、次回第
8 回・専門分科会に向けては、この「場所」問題の整理
を当分科会・会長並びに副会長に委ねた上で、第 8 回以
降の審議をより有効なものとしていきたいとの意見が
出され、本分科会としてこれが了承されました。
(次回分科会 5 月 30 日(火)14:00～ 市役所 5 階)
これまでの審議では、地域バランス上、現地から病院
をなくすわけにはいかないとの認識は、分科会内部にほ
ぼ浸透したものと思われます。これも富勢や、近隣住民
の現地建替えへの強い思いがあったればこその結果だ
と考えます。残された期間の中で市立柏病院が、病棟建
替えを機に当該地域のみならず市民全体にとっても、よ
り一層存在意義ある病院となるよう真剣な審議がなさ
れていくことを期待したいと思います。 【総務部取材】

富勢地区ふれあいサロン(子育てサロンと交互掲載)
もみのき
4 月 12・26 日(水)
市営北柏 D 棟集会所
5 月 10・24 日(水)
12：00～15：00
サロン さんげつ
4 月 17 日(月)5 月 15 日(月)
北柏町会 ふるさと会館
13：00～15：00
ぼっくい
布施新町 4 月 17 日(月)5 月 15 日((月))
三富医院 3 階会議室
10：00～12：00
三木の会
4 月 20 日(木)5 月 18 日(木）
ウィンザーハイム北柏
10：00～12：00
集会室
一休
4 月 3 日・17 日((月)
前原会館 5 月 1・15 日(月)
12：30～15：30
森のサロン・きらら
4 月 4・18 日(火)
歩論館 （北柏 2 丁目） 5 月 2・16(火)
12：00～15：00
ワンデー カフェ
4 月 13・27 日(木)
コープ野村集会所
5 月 11・25 日(木)
10：00～12：00

一世帯につき一枚お取りください

両面ご覧下さい

「地区懇談会」に参加して
2 月 25 日（土）布施近隣センターにおいて懇談会が
開かれました。
参加者：
・富勢地域の
各町会・自治会関係者
・ふるさと協議会役員・委員
・柏市高齢者支援課
・柏市社会福祉協議会地域支援課
・北柏地域包括支援センター
・東京大学高齢社会総合研究機構
計７０名
テーマ：「住民同士が支え合う場づくり」
柏市高齢者支援課、市社協支え合い推進員の講演と各
町会の取り組み事例の紹介がありました。その後、地
域で自分とみんなでできること、やりたいこと、必要
なものについて７つのグループに分かれて話し合い
をしました。
多く出された意見は、
① 住民のニーズを把握し、支え合い活動のためにパ
トロール、サロン、体操等で住民が集える場所を
活用し、情報を共有する。
② 行政には、路線バスの拡充や、支えあい活動に対
して、支援を拡充（保険等）して欲しい。
といった声を聞くことができました。
行政には、今後ともなお一層福祉施策拡充に努めて貰
うと共に、地域住民としては、支え合いの場づくりに
向けた具体的な活動に取り組んでいくことを確認し
あい、「地区懇談会」を終了しました。
【福祉事業部】

歌い続けて 40 年 総仕上げの演奏会
布施近隣センターができる以前から、富勢小学校の
文化活動の一環で、女声合唱とみせコーラスが発足し
ました。(現コールマイン)
その時の指導者坪井フミ子先生（元布施新町在住）
の指導の下で、変わらず合唱し続けているメンバーは
24 名中 15 名もいます。これは大変な記録的な事では
ないでしょうか？こんな私達は当然今、高齢者の仲間
になっています。それにも負けず、この度柏市民文化
会館の大ホールで 40 周年記念演奏会を 5 月 21 日に開
催します。プログラムは童謡・唱歌・合唱の名曲の数
々を女声合唱だけでなく、混声合唱・男声合唱（コー
ルマイン男声）とバラエティーに富んだ構成になって
います。メインはフォーレのレクイエムを、客演指揮
者、英国のスティーブン・エレリーを迎え、オーケス
トラ付きで演奏します。まだまだ練習を重ねて良い演
奏を、目指しています。どうぞ皆様のご来場をお願い
申し上げ、お待ちしています。（入場料千円）
【寄稿】
合唱サークル「コールマイン」は、毎年、富勢地域
文化祭音楽発表会に積極的に参加し、さらにメンバー
の数名が文化部の委員として、協議会活動を担ってく
れています。
【文化部】

図書館だより

布施分館 ７１３２－３１９３
根戸分館 ７１３１－６０５３

新着図書の紹介(布施分館)
・ライムライト チャプリンの映画世界
・王様のためのホログラム ディブ・エガーズ
・密命警部
南 英男
・シャーロック・ホームズたちの冒険
田中 啓文
・漂泊の楽人
内田 康夫

遊戯室だより

電話

７１３５－３９６０

☆0 才のじかん
4 月 12 日(水)・26 日(水) 10:00～11:45
対象：0 歳児と保護者 (直接どうぞ)
内容：親子の交流、ふれあい遊びなどありま
す

おはなし会だより

☆なかよし広場 スペシャルデー
4 月 18 日(火) 10:00～11:45
対象：0～3 歳児と保護者 (直接どうぞ)
内容：親子で交流したり、こいのぼりの簡単工
作などを行います。

・布施近隣センター (布施分館)
４月から、当分の間、お休みになります
・根戸近隣センター(根戸分館)
4 月 7 日(金) 5 月 12 日(金) 10:30～ 和室
4 月 15 日(土) 10:30～ 会議室Ｂ
当日会場にお越し下さい

遊戯室の 5 月の日程はスマホ(ふるさと富勢で検
索)で見ることができます
☆印→予約無し
★印→予約有り 詳細と申込方法は「広報かしわ」
休室日は布施近隣センター休日に同じ

一世帯につき一枚お取りください

両面ご覧下さい

