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協議会活動の中止について

町会対抗グラウンドゴルフ大会中止

あけぼの山の桜やチューリップは、例年どおり咲
きほこりましたが、新型コロナウィルス感染拡大防止
対策のために、
「ふるさと協議会事業」を行えない日々
が続いています。
令和 2 年度事業も、
新型コロナウィルス終結まで、
日時を決定できません。どうぞ、ご理解願います。
当面中止 「サロン・ド・とみせ」「はらぺこさん」
本年中止 「ごみゼロ運動」
開催延期 「当協議会総会」「防災防犯会総会」
5 月 23 日開催を延期する。6 月に開催できると
きは、関係者に改めて通知します。
【総務部 環境部】

新型コロナウィルスの影響で、地域行事の中止や学
校の休校と大騒ぎの中で、4 月 7 日には「緊急事態宣
言」が出されるなど最悪の事態となっております。
町会対抗グラウンドゴルフ大会は、4 月中に各町会
へ参加募集を呼びかけ、5 月初旬にはチーム数を確定
する予定で進めることになりますが、緊急事態宣言が
出されたことにより、当協議会の動きもままならず、
準備ができません。
さらに、例年 100 人以上の皆様が参加される行事で
あり、感染拡大防止の面から、
6 月の開催はもとより、
いつ開催できるかの判断もできない状況です。以上の
ことから、今年度は開催中止と致します。
次の機会には、是非開
催したいと思っていま
す。皆様のご参加をよ
ろしくお願い致しま
す。 【体育部】

「声かけ訪問」は 見合わせ（中止）に !!
民生委員児童委員では、毎年 5 月 15 日～6 月末に
かけて、75 歳以上の方に「声かけ訪問」を柏市
と合同で実施してきました。
今年も、例年通り準備してきましたが、新型
コロナウィルス感染拡大に伴い、中止すること
になりました。
皆さんも不安な日々を過ごされていると思
います。こんな時期こそ、バランスの良い食事・睡眠・
適度な運動を心がけていただきたいものです。
【民生委員児童委員 福祉事業部】

令和元年度事業報告(抜粋)

新型コロナウィルス感染症全般に関することにつ
いては〝柏市コールセンター″にご相談を。
☎04-7128-2239 （24 時間対応）

「中止」は台風・コロナウィルスの影響によるもの

実施時期

事業 活動

担当部

4 月 19 日(金)

ゆうゆう会「一人暮らし高齢者との昼食会」

福祉事業部

5 月 26 日(日）

ゴミゼロ運動

環境部

6月

グランドゴルフ大会

体育部

市立柏病院による地域講座

福祉事業部

第 25 回八朔相撲大会

実行委員会

三世代ふれあい体育祭

実行委員会

10 月 26 日～11 月 10 日

文化祭(文化展、囲碁・将棋大会、音楽発表会、他)

文化部

11 月 10 日

利根川クリーン作戦

環境部

11 月 23 日(土)

花鉢配布 (富中生徒有志、民生委員同行)

福祉事業部

12 月

講演会「人とのつながりと健康格差」

福祉事業部

救命講習会

防災防犯部

1 日(土）

8 月 26 日(月)
10 月

3 日(土)

10 月 18 日

中止

中止

1 日(日)

1 月 25 日(土)
3月

7日

中止

地区懇談会

福祉事業部

3 月 28 日

中止

富勢ウオ―ク

体育部
―両面ご覧下さい―

東葛圏域の中で 市立柏病院の役割は‥

現在の病院では
「感染症」への対応が出来ません！
市立柏病院現地建替え対策委員会
私たちがこの問題を取組み始めて、丸 6 年が経過、
7 年目に入りました。市長は本年の 3 月議会でも、こ
れからどのようにしていくのか、態度を明らかにして
いません。前月号でも記したように、市立柏病院の病
床「利用率」を高めていくことに、私たち自身も何ら
異存はありません。とは言え、当該病院が公立病院で
ある限り、この「利用率」さえ上げれば良いというこ
とではないと考えます。
ご承知の通り、今、世間では（世界では）新型コロ
ナウィルス感染症の問題が日々大きく取り上げられ、
我が国でも、4/7 に「緊急事態宣言」が発令される状
況を迎えてしまいました。この感染症が、いずれかの
時点で収束していくにしても、今回の感染範囲拡大の
速度や特徴をたどってみると、感染初期における一定
の措置・対応がいかに必要かつ大切か、ということは
明らかです。
そして更なる問題は、こうした感染症が決して今回
限りのものではない、という点です。今後とも、人々
の生活の在りようが変化し、あるいはグローバル化に
伴って、姿を変えた形での新たな「感染症」が発生し
てくるに違いありません（私たちには既に、SARS・
MERS の経験があります）
。そうした時に、少なくと
も現在の老朽化した市立柏病院では、医師・看護師・
薬剤師その他病院関係者がどんなに頑張ってみても、

病棟形状そのものから見て、本来格別の措置を講じな
くても防ぎ得る「感染」でさえ、防御できなくなって
しまうはずです。
病床利用率の向上に向けて病院関係者には、より一
層の努力を続けてもらうとしても、上記のような観点
から、病棟の建替えは一刻も早く実現していくべきで
しょう。病院内部のレイアウト、利用者・関係者の動
線、その他時代の要請に即した対策が充分に取り込め
る、新しい病院への転換（＝建替え）を果たしていく
必要が迫ってきています。
ある日突然襲ってくるであろう「新・新感染症」へ
の備えを整える、と同時に従来からの感染症以外の
様々な「病気」
、更に言えば、地球温暖化の結果とも思
われる超大型台風の襲来、これに伴っての豪雨、河川
の氾濫、その反対に広範囲にわたる山林火災なども想
定されます。そうしたところで、中規模病院としての
市立柏病院が東葛圏域の中で、どのような役割を担っ
ていくのか、他の病院・医療機関との日常的な連携を
維持しながら考えていく。建替えに当たっては、こう
した役割を充分に果たしていけることまでを考慮し
たものでなければなりません。
今回、市立柏病院では（市長も認めたように）小児
医療・入院体制の面で、一歩前進が見られました。従
来は、その大半を松戸市の市民病院に頼り切っていた
わけですが、今後は柏市でも、その一部を請け負って
いく道が開けた、と言う意味で画期的なことだと思っ
ています。これからはそれぞれの病院・医療機関が、
一定の地域において、自身の役割が何なのかを明確に
認識していくことが、大変重要な課題となっていくに
違いありません。
【総務部取材】

令和元年度収支概要報告

（万円単位）
の購入で、予算増８万円で２３万円支出となった。
前年度繰越金 １３５万円
[１５２万円]
台風・コロナウィルスの影響による事業の中止では、
本年度収入 ５５９万円
[５８１万円]
トータル的に支出減となったが、備品の購入費の８万
本年度支出 ５４８万円
[５９８万円]
円増の他、ひっ迫している八朔相撲特別会計へ１０万
翌年度繰越金 １４６万円
[１３５万円]
円を増額し、最終的に繰越金が１１万円増という結果
[ ]は平成 30 年度実績
になった。
【会計】
年間収支は、全体としては、前年度並みに安定して
推移している。
収入の２２万円減は、各費目で微減しているもの。
支出では、備品費が、パソコン・プリンタ・冷蔵庫

詐欺被害が多発!!

新型コロナ関連の詐欺に注意”
《主な手口》
※マスクが品薄なので、特別価格で提供します。
※水道管についた、ウィルスを除去します。
※新型コロナウィルスを、撃退する機械をつけま
せんか？
※新型コロナウィルスで助成金が出ています。
《注意ポイント》ＳＭＳ・メールから口座番号、
クレジットカード番号など聞いてきます。

電話で詐欺の認知状況（柏市内・R02 年 1 月～3 月）
は 27 件発生しました。被害額は約 5,483 万円です。
気をつけてください。
① 甘い言葉を信用しない。
② 不安をあおる言葉に、ひるまない。
③ ハッキリ断わる。 ＮＯ ノー！
④ 個人情報をもらさない。
⑤ 泣き寝入りしないで、相談する。
【寄稿 消費生活コーディネーター富勢地当】

―両面ご覧下さい―

