
  ―両面ご覧下さい― 

年度末に向けて「2条件」の達成を！！ 
市立柏病院建替え問題 

市立柏病院・野坂院長と地域住民との意見交換会が、

去る 11 月 2 日（金）に開催されました。地域関係者 17

名、病院と柏市医療公社関係者 7 名が出席。住民側から

は参加者それぞれが、病院建替え問題の現状を踏まえ

た率直な意見を述べ、その後病院関係者からの説明・報

告などがあり、有意義な場となりました。 

 地域住民としては、「移転」が無くなったからには老

朽化した病舎の建替えが早急になされなければならな

かったはずなのに、審議会の「2 条件」が示されるや、

何故それまでほとんど問題にしてこなかった病院事業

の採算性にこだわり始めたのか理解に苦しむ。むろん

我々としても莫大な「病院建設債」の返済をしていくに

は、病院関係者が採算性の向上に向け、より一層の努力

をすべきだが、それは、以降の建替え計画とその実施の

中で具体化していくことであり、日々進行していく老

朽化による不具合の手直しは、かえって余計な出費に

なってしまう。こうした考えを、是非とも市長には伝え

て欲しい。 

 病院側からは、建替えに当たっては借金返済が充分

になし得るべく、採算がより重視されていくのは当然

と言えるが、一方不採算医療を担うのが公立病院の役

割でもある。今、病院としては、「2 条件」クリアに向

け全力で取り組んでいる。この度新たに開設した、病院

の医師・看護師などによる「地域講座」も病院と住民・

市民の隔たりが解消され、相互の信頼関係が強化され

ていけば、病床稼働率や事業採算全体により良い影響

が期待されていくものと考えている。今後とも病院事

業への理解と支援をお願いしたい、とのことでありま

した。            【総務部取材】 

テーマ「和」 富勢東小・児童の力作も登場 
あけぼの山農業公園イルミネーション 

11 月 22 日(木)～12 月 25 日(火) 16:30～21:00 

年々LED 電球が増えて見応えが増してきています。 

問合せ あけぼの山農業公園 7133-8877【総務部取材】 

 

 

 

11月 22日 

点灯式 

東小音楽部

による演奏 

 

ふれあい祭 
北柏町会サロン 茶館きたかふぇ 拡大版 

日時：12 月 15 日(土) 14:00～18:00 

場所：セレモニー天来 北柏ホール 

屋台、喫茶コーナー 

高齢者困りごと相談（北柏地域包括支援センター) 

福祉の窓口（富勢ちいき♡いきいきセンター) 

ドクターの医療講座スペシャル 

みんなで作ろう 巨大折り紙・ビーズづくり体験 

フラワーアレンジメント教室 

その他、多くのイベントを企画しています。 

こどものお遊び広場もあり、三世代でお楽しみでき

るイベントです。どうぞおいでください。 

問合せ：北柏町会ふるさと会館 

04－7157－3366（火・木・土 午前中) 

【寄稿 北柏町会】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

平成 30 年 1２月（第 271 号） 

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】 

12 月 5 日(水) 12:00～15:00 

★13:00～ウクレレと器楽演奏  

1 月 9 日(水)  12:00～15:00 

★13:00～詩吟 落語 

珈琲・紅茶・昆布茶 各 100 円 

移動交番 

【柏警察署】 

12 月 13 日(木) 10:00～11:30 

布施近隣センター 

柏おどり練習 

【体育部】 

12 月 15 日(土) 19:00～ 

布施近隣センター和室 

はらぺこさん 

【福祉事業部】 

12 月 22 日(土)12:00～15:00 

布施近隣センター料理実習室 

富勢地区ふれあいサロン 

ぼっくい    布施新町  

三富医院 3階会議室 

12/17 1/21  2/18 

10：00～12：00 

もみのき 

市営 D棟集会所 

12/12 1/9・23 2/13・27 

  12：00～15：00 

サロン さんげつ 

北柏町会 ふるさと会館 

12/17 1/21 2/18 

13：00～15：00 

三木の会   ウィンザー 

ハイム北柏集会所 

12/20 1/17 2/21 

10：00～12：00 

さろん 一休  

前原会館 

12/3・10・17  1/7・21・28  

2/4・18・25  12：00～15：00 

ワンデー カフェ 

コープ野村集会所 

12/13・27 1/10・24 

2/14・28 10：00～12：00 

※10 月号でお知らせした、ものがたり広場の 

12 月 28 日はお休みします。(12/4・14・18 は開催) 

富勢の行事 

 



  ―両面ご覧下さい― 

民生委員研修 つくば総合福祉センター 

11 月 19 日（月）、富勢地区民生委員児童委員は茨城

県のつくば総合福祉センターにおいて見学研修を行い

ました。この施設は病院を核とする障がい者支援施設

で、シンボルである筑波山を眺める緑豊かな場所にあ

ります。エントランスを軸に右と左に分かれており、一

つは障がい者支援施設、もう一つは特別養護老人ホー

ムです。病院を中核としているため、重度身体障害者が

多いそうです。施設ではスタッフ同士のコミュニケー

ションを大切にしながら対応しています。 

特別養護老人ホームは、一人一人が自分のスペースで

生活できる小規模のユニット型の施設です。 

全ての部屋に窓があり、ご本人や家族も安心して過ご

せる明るい印象の施設でした。    【福祉事業部】 

今年も喜ばれました 花鉢配布 

11 月 23 日（金）富勢中学校のボランティ

アの生徒さん（80 名）

と民生・児童委員がビ

オラの鉢（1400 鉢）を配りました。 

高齢者の方々から思わず笑みが

こぼれ、元気をもらいましたと喜

ばれました。【福祉事業部】 

八朔相撲大会 富勢小が団体優勝！ 

10 月 6 日（土）は好天に恵まれ、伝統の八朔相撲大

会が盛大に開催されました。朝日山部屋の力士の参加

で子供たちは大いに盛り上がりました！団体戦は富勢

小学校が優勝しました。個人成績は以下の通りです。  

学

年 

男子 女子 

優勝 準優勝 優勝 準優勝 

1 年 池田 輝利 松本 陸巧 鈴木 想乃 神田 彩葉 

2 年 岩屋ヶ野響 小出 大地 野沢莉里果 末永 莉々 

3 年 川﨑  駿 後藤 尚翔 松本 小暖 天瀬 夏美 

4 年 佐藤 飛羽 小林  壕 野田 愛子 東川 芽衣 

5 年 畠山 将誓 高橋 祐翔 波間 彩夏 古賀 天音 

6 年 田中 一斗 吉村 光平 細谷ひまわり 田中ここみ 

  【八朔相撲実行委員会】 

文化祭 囲碁大会  

10 月 27 日(土)開催の文化祭・囲碁大会に 26 名が参加

しました。上位入賞者は次のとおりです。 

なお、将棋大会は参加者が少なく取りやめました。 

優勝  増野晴康 六段 

準優勝 小谷 卓 4 級 

3 位  坂上 毅 四段 

4 位  野田修治 2 級 

5 位  遠藤三郎 2 級 

【文化部】 

なかよし広場スペシャル 

「みんなでおにたいじ」 

 1 月 22 日（火）10：00～11：45 

 場所：布施遊戯室 

 対象：乳幼児と保護者（先着 15 組） 

 内容：親子で交流しながら、簡単な工作・歌を楽し

みます。 

申込：直接どうぞ 

広報「かしわ」1/15 号で確認を。 

【布施遊戯室】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図書館だより  布施分館 ７１３２－３１９３ 

 根戸分館 ７１３１－６０５３ 

  布施分館新刊図書の紹介 

樅の木は残った 山本周五郎 新潮社 
悪の華 赤川次郎 KADOKAWA 
龍華記 澤田瞳子 KADOKAWA 
中世武士 畠山重忠 吉川弘文館 
童の神 今村翔吾 角川春樹事務所 
パパ活の社会学 坂爪真吾 光文社 
波の上のキネマ 増山 実 集英社 

遊戯室だより  電話 ７１３５－３９６０ 

☆0 才のじかん 

12 月 5 日(水）、12 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・

情報交換の場です。 

申込：直接どうぞ 

☆なかよし広場 

12 月 11 日(火）、25 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。手遊びや体操なども行

います 

  申込：直接どうぞ 

１月 22 日(火)のスペシャル行事については、 

上記記事を参照してください。 

 

 

 

おはなし会だより 

・布施近隣センター (布施分館)  

12 月 15 日(土) 15:00～ 遊戯室 

・根戸近隣センター(根戸分館) 

12 月 7 日(金)・1 月 11 日(金) 10:30～ 和室 

12 月 15 日(土)  10:30～ 会議室Ａ 

当日会場にお越しください。 

 

☆印→予約なし 

★印→予約あり  

休室日は布施近隣センター休日に同じ 

 


