
  ―両面ご覧下さい― 

早期建替えに向け 

 市長へ 改めての「要望書」を提出 
 市立柏病院現地建替え対策委員会 

築 40 年を越えて日ごとに老朽化が進んできている

市立柏病院の建替えは、市長がこれまで議会を始め到

るところで発言されてきた通り、柏市民にとって「喫

緊の課題」です。団塊の世代とされる人々が、これか

ら 5～6 年もするとその全てが後期高齢者となり、そ

の間における行政諸施策や各地域・個人レベルでの努

力によって、健康寿命の延長が図られるとしても、有

病者数は相当の速度で増加していくことが見込まれま

す。しかもこうした趨勢からすると、既に始まってい

る人口減少の中で、少子化が相も変わらず継続してい

くのですから、地域のクリニックや（市立柏病院のよ

うな）二次救急病院で治療・入院を要する患者数は、

かなり長期間高止まりのまま推移していくはずです。

病院の建替え問題は、そもそもが建物の「老朽化」が

発端となり、その必要性から行政課題として市民へ提

起されてきたものです。市長は、建替えに伴って一旦

は「移転」を目指しましたが、その移転の芽が失われ

るや建替えへの言及を控えるようになり、同時に結論

引き延ばし戦術に転換してしまいました。 

 私たちは、去る 5 月 22 日に市庁舎に出向き、後藤

委員長以下町会代表者と、市長との面談を行い、その

場で早期建替えの「要望書」を提出、併せて 6 月議会

では是非とも建替えに関しての考えを明らかにされた

いとの要請もしました。これらに対する市長の具体的

返答はなかったのですが、直後の新聞記者取材では、

6 月 7 日議会招集日以降、何らかの意思表示をしたい

旨発言されたとの報道がされました（5/23 付・朝日新

聞朝刊）。 

 本誌 6 月号がお手元に届く頃には、本件に関する市

長の考えが明らかにされているかもしれませんが、い

ずれにせよ私たちの運動の基本が大きく変わることは

ありません。老朽化した市立柏病院が、一日も早く現

在の地で建替えられることこそが、地域にとっても又

広く市民にとっても、その命と健康を護り増進させて

いく上で最も必要なことであるからです。【総務部取材】 
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“簡単には応じないで!!” 

「○○デパートです。今、あなたのカードでバッグ

を買いに来ている人がいます。すぐに、銀行協会に電

話をしてください。」 

教えられた番号に電話をかけたら 

「カードの番号を変えないといけない。今から預かり

に行く。」と言われ、渡したカードでお金を引き出され

た。これが詐欺です。デパートは「 あなたのカードを

他人が使っている」等の電話はすることはありません！ 

【寄稿 消費生活コーディネーター富勢地区担当】 

 

 

  

令和元年６月（第 277 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】 

6 月 5 日(水) 12:00～15:00 

★イベント 日本舞踊 

7 月 3 日(水) 12:00～15:00 

★イベント フラダンス 

珈琲・紅茶・昆布茶 100 円 

移動交番 

【柏警察署】 

6 月 13 日(木)  10:00～11:30 

布施近隣センター 

グランドゴルフ大会 

【体育部】 

6 月 1 日(土）8:30～ 

前月号参照 

健康柏おどり 

【体育部】 

6 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】 

6 月 21 日(金) 17:00～19:00 

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 

6/17 7/8、 8月は休み 

10：00～12：00 

もみのき 

市営 D棟集会所 

6/12・26 7/10・24 8/14・28 

  12：00～15：00 

サロン さんげつ 

北柏町会 ふるさと会館 

6/17 7/15、 8月は休み 

13：00～15：00 

三木の会   ウィンザー 

ハイム北柏集会所 

6/20 7/18 8/15 

10：00～12：00 

さろん 一休  

前原会館 

6/3・10・17・24、 7/1・8・22 

 8月未定   

12：00～15：00 

ワンデー カフェ 

コープ野村集会所 

6/13・27、7/11・25、8/8・22 

10：00～12：00 

 



  ―両面ご覧下さい― 

令和元年度定期総会開催される 

富勢地域ふるさと協議会 

5 月 25 日（土）定期総会を開催しました。 

会議に先立ち、平成 30 年度表彰者 5 名に賞状・記念

品を授与し、功績を讃えました。 

スクールボランティア「くすのき隊」 富勢小学校区 

安室 洋子さん  土井 一雄さん 

「子供を見守る会」 富勢東小学校区 

吉田 康二さん  新原 常雄さん 

富勢地域ふるさと協議会 副会長(退任) 

長嶺 寛さん 

総会では、各議案(事業報告・計画、決算・予算、新

役員、会則の変更)は、執行部案どおり承認、可決され

ました。              【総務部】 

ゆうゆう会が開催されました!! 

4 月 19 日（金）、福祉事業部主催により民生委員児童

委員・ボランティアの協力を得て、５会場において各

地域のおひとり暮らしの方々181 名をお招きし、「ゆう

ゆう会」が開催されました。 

前原会館では、宿連寺町会・利根町会と前原町会あわ

せて 21 名の参加で、美味しいお弁当を頂きながら歓

談をし、食事の後は“ルアナ・

ハワイアンズ”のウクレレとギ

ター演奏を聴き、最後に懐メロ

をみんなで合唱し楽しいひと

時を過ごして頂きました。 

ひとり暮らしの方々の地域交

流や孤立化の防止を目的に、次

年度もより多くの方々に出席

して頂けるように、声かけをさせていただきます。 

【福祉事業部】 

「トマトの会」会員募集！！ 

トマトの会をご存知ですか？ トマトの会は福祉事業

部のボランティアグループです。 

最近は、主に高齢の方や障がいのある方等を訪問して

の傾聴ボランティアや知的障がい者施設でのお手伝い

などをしています。 

訪問先でお話をお聞きし、お喋りをして楽しいひと時

を過ごし、元気をいただいて帰ってきています。二人

一組での活動で秘密保持です。 

地域のボランティアとして、少しの時間をトマトの会

に使って下さいませんか？ 

一緒に活動される方を募っています。 

ご連絡お待ちしています。 

冨田洋子 7133-5902 

北野淑子 7133-1840 

もちろん支援を受けたい方も募集中です。支援ご希望

の方は、「北柏地域包括支援センター」「富勢ちいき♡い

きいきセンター (布施近隣センター内 火・水・金 

10:00～16:00)」または地域の民生委員にご相談下さい。 

【福祉事業部】 

専大付属松戸高・ボランティアグループから 

「はらぺこさん」へ多額のカンパ金！ 

毎月第 3 金曜日に布施近隣センターで実施している、

子供の居場所作り事業・はらぺこさんに対して、専修

大学付属松戸高等学校ボランティア・グループが、柏

駅頭で行った募金活動の一部を、はらぺこさん開催当

日にカンパ金として届けて下さいました。私たちとし

ては予期せぬ、しかも多額な金額でもあった為、内部

で充分に話し合った結果、これを通常の会計処理では

なく、新たに当該活動に限定した口座開設をした上で、

学生さんたちの気持ちに沿いながら有効に活用させて

もらうこととしました。 

 なお、専大付属松戸高ボランティアの皆さまには、

5 月吉日付にて、当協議会ならびに地区社協代表、連

名による礼状を送付させて頂きました。【福祉事業部】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図書館だより 布施分館 ７１３２－３１９３ 

根戸分館 ７１３１－６０５３ 

新刊図書の紹介 布施分館  

・感情天皇論 大塚英志 筑摩書房 

・神々の乱心 松本清張 文芸春秋 

・昭和よ、 山藤章二  岩波書店 

・50 歳からの婦人科 松峯寿美監修 高橋書店 

・神の島のこどもたち 中脇初枝 講談社 

・教皇フランシスコ 乗 浩子 平凡社 

遊戯室だより  電話 ７１３５－３９６０ 

☆0 才のじかん 

6 月 5 日(水)・12 日(水)・19 日(水)・ 

26 日(水)   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 

6 月 11 日(火）・25 日(火） 

10:00～11:45 

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。 

  

 

 

 

おはなし会だより 

・布施近隣センター (布施分館)  

6 月はお休みです 

・根戸近隣センター(根戸分館) 

6 月 7 日(金)・7 月 5 日(金) 10:30～ 和室 

6 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 


