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令和 7 年度には
市立柏病院 現在地建替え工事に着手

救命講習会 開催中止
【富勢地区自主防災防犯会】

市長が 12 月柏市議会一般質問で答弁
市立柏病院の建替え問題に関して太田市長は、市長選
あるいは当選後の記者会見の場でも、無条件で現在地建
替えを果たす旨の発言をされていました。そして先般、12 月
議会の一般質問の中で、令和 7 年度には、現在地に建替え
る工事に着手するといった発言がありました。私たちはこれ
を歓迎したいと思います。
私たちは過去何回となく言ってきましたが、「移転」か「現
在地」かの二者択一が示され、「移転」の選択肢が失われ
たところに、突然新たな病床利用率 80％の条件が浮上し
てきたのですから、右とか左とかとは関係なく、本来の一般
市民目線からすれば、これはやはり少々おかしいことでもあ
りました。平成 26 年 (2014 年)の 3 月議会に、前市長が
老朽化ゆえの建替え提起をされて、既に丸 7 年が経過、そ
の間、老朽化は誰が見てもさらに一段と進んできています。
こうした経緯の中で、今回太田市長が、令和 7 年度には工
事着手と言った時期を具体的に示されたことは、時宜を得
た適切な判断であると考えます。
これまでの経過はともかく、今この時点で市立柏病院の
現在地建替えを、市民をはじめ周辺地域・地区の方たちと
一緒になって進めていこうではありませんか。私たちも皆
さんと共に、協力していきたいと思っています。
【市立柏病院現地建替え対策委員会】

地域の身近な相談窓口として
本年も お待ちしております
富勢ちいき♡いきいきセンター
猛威をふるっていた新型コロナウイルスに
ようやく収束の兆しが見えてきたと思ってい
たところに、新たなオミクロン株。まだまだ気
を緩められませんが、マスク着用や手指消
毒等の感染防止対策をしながら、今年こそ
は、家族や友人と会ったり、外出したりする機会が増やせ
る１年になると良いなと思っています。
いきいきセンターは地区担当の漆原（うるしはら）をメイ
ンに２人体制で今年も元気に開所します。お困りごとの相
談など、お電話でも、来所でもお気軽にお越し下さい。
開設日：
毎週火・水・金
10 時～16 時
電 話：
04-7128-9871
住 所：
柏市布施 1196-5
2 階玄関ロビー内

あわんとり 開催中止
【布施 6 町会 消防団(第 6・7 分団)】

布施弁天福豆まきも中止
毎年 2 月の第一日曜日に、布施弁天境内で行わ
れる、恒例の「弁天様の福豆まき」は、本年も中止に
なりました。
【総務部取材】

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
1 月 12 日（水）、19 日（水）、26 日（水）
2 月 2 日（水）、9 日（水）、16 日（水）
対象：０歳児と保護者 直接どうぞ
☆なかよし広場
10：00～11：20
1 月 11 日（火）
※2 月のなかよし広場は、はぐはぐフォーラム月間事業
のため、事前申込み制となります。
対象：乳幼児と保護者 直接どうぞ

★なかよし広場スペシャル「みんなでおにたいじ」
1 月 25 日（火）
10：00～11：20
場所：布施遊戯室
対象：乳幼児と保護者（先着 6 組）
内容：節分にちなんだ紙芝居や簡単な工作、
季節の歌などを楽しみます。
申込：1 月 16 日（日） 13：30～電話で
★はぐはぐフォーラム月間事業

「なかよし広場」
2 月 8 日（火）、22 日（火）
10：00～11：20
場所：布施遊戯室
対象：乳幼児と保護者 （各日先着 6 組）
内容：親子で交流したり、手遊びや体操をしたりして
過ごします。
申込：1 月 18 日（火） 13：30～電話で
※事前申込み制ですので、お間違えのないよう
お願いします。
★ひなまつり
2 月 28 日（月）
10：00～11：00
場所：布施遊戯室
対象：乳幼児と保護者 （先着 6 組）
内容：簡単な工作や歌、
ペープサートなどを楽しみます。
申込：2 月 2 日（水 ）15：00～電話で
【布施遊戯室】

―両面ご覧下さい―

第 9 回富勢地区懇談会が開催されました
テーマ：「訪問医療・訪問看護」知っていますか？
12 月 4 日(土) 13：00～16：00
布施近隣センターにおいて懇談会が開かれました。
・講師 ものがたり訪問看護ステーションかしわ
・来賓 柏市地域医療推進課
北柏地域包括支援センター
・アドバイザー ケアマネジャー
・地域行政関連、団体など
参加者：計 84 名
久々の懇談会でしたが、講師や来賓の方々から、切実な
問題に関して情報を提供して下さり、聞く側も真剣だった
のが印象的でした。

富勢地域で 8 名表彰されました
柏市社会福祉協議会会長表彰
第 48 回柏市住民社会福祉大会で表彰される予定で
したが、本年度も新型コロナウィルス感染拡大防止のため、
式典は中止になりました。表彰状は各自それぞれ受領しま
した。
富勢地域の、個人表彰者は次のとおりです。
◎町会・自治会功労者
・出口 明さん
◎柏市民健康づくり推進員功労者
・岡崎 正枝さん
・佐藤 京子さん
・武井惠美子さん
◎ふるさと協議会及び地区社協功労者
・後藤 敏さん
・秋山 宏夫さん
・村山 桂三さん
・宮崎 昭政さん
柏市における表彰状・感謝状受領者は次の通りです。
会長表彰状～個人 140 名 9 団体
会長感謝状～6 団体
【総務部取材】

布施遊戯室にサンタさん現れる！！

富勢地域の人口は約 24,000 人、65 歳以上の高齢者
は約 7,500 人です。高齢化率は市内 4 番目で、当地域
におきましても「訪問医療、訪問看護」の必要性が大きく
なることは間違いないと思われます。
【福祉事業部】

12 月 13 日(月) 布施遊戯室において「ハッピークリス
マス会」が開催されました。サンタさんも登場し、乳幼児に
クリスマスプレゼント(かわいいベル)を配り、記念写真を
撮って、楽しいひと時でした。
【布施遊戯室】

「花鉢」のお手紙配布
対象者 1,600 名の方々
へ富勢中学校の全校生徒
506 名による手書きのお
手紙をお 渡ししました 。ま
た、受け取られた方より、生
徒さんからの温かいお手紙
に対しての感謝のお電話を
いただきました。
【福祉事業部】

ゆうゆう会

もしも犯罪被害にあったときには！
必ず警察に届けましょう
届けないと大変なことになります

11 月 30 日開催

感染面に十分に配慮して行われました。短い時間でした
が、久しぶりの会に出席された方々は、会話が弾み、とても
楽しそうでした。
【福祉事業部】

再開！ 母と子のつどい かるがも
2 年ほど中止していましたが、3 月 1 日(火)から根戸近
隣センターにて開催することにしました。ただ、コロナ感染
症の状況によって、またの変更も考えられます。
詳細は次号に掲載します。お楽しみに。
【福祉事業部 サロンＧ】

昨年、柏市内での詐欺認知状況は 1 月から 10 月末
日まで 66 件、被害総額約 1 億１千万円でした。
気をつけてみていただきたいことは、認知ということが警
察が把握した件数ということで、被害届の出ていなく、把
握されていない件数は、もっとあるということです。
被害にあってしまったけれど「世間体が悪い」「子供に
叱られる」などと尻込みをして泣き寝入りをする。少しぐ
らいだからと諦めたりしていると、犯人は味を占めて、さ
らに輪をかけてだましにかかってきます。さらに仲間にも
だましやすい家があるという情報が流れます。つまりいつ
までも狙われ続けることになります。
被害にあったことは、あったことと認識して、回りの人に
打ち明け、警察にも知らせることです。決して泣き寝入り
はしないことです。犯人を許してはなりません。
【寄稿 消費生活コーディネーター富勢地区担当】

―両面ご覧下さい―

