
Ｐ２・３…確定申告の準備はお早めに／緊急支援給付金の
申請期限が迫っています／18歳以下の子どもに5,000
円の図書カード送付／市長のスマイル通信　ほか

新型コロナウイルス等に関する情報は8面をご確認ください

⃝妊娠期に行う面談と、出産後に
行う面談を受けたかたにそれぞ
れ支給

⃝対象者には案内文を送付

Point

⃝配布・取り付け費用が無料
⃝希望者は2月下旬に届く申込書を提出
⃝市の委託業者が自宅に来て取り付け

Point

Check

Check

　新型コロナウイルス感染症や社会情勢などの影響を受け、11月・12月補
正予算では、市民の皆さんの生活を支える事業を中心に予算を計上しました。
今号では、これから開始する事業の一部を紹介します。
問財政課☎7167－1120・ 7167－1210

　市では、振り込め詐欺等対策電話機等購入費の一部助成も行っていま
す。詳しくは市のホームページを見るかお問い合わせください※予算に
達した時点で受け付け終了 　今回紹介した事業以外は、市のホームページから確認が

できます。

対 柏市に住民登録があり、令和5年1
月1日時点で80歳以上のかたがいる
世帯※振り込め詐欺等対策電話機
等をすでに使用しているかたを除く

▲電話機の配線に取り付けます

「この通話は振り込め詐欺対策の
ために録音しています」と自動音
声が流れることで詐欺を抑止

　水道基本料金は、使用している水道メーターの口径と呼ばれる大きさに
よって異なり、検針票の裏面にある口径別の基本料金（税抜き）で確認ができ
ます。また、検針月は地域によって異なります。

対象月／2月か3月のいずれかの検針分※検針は2カ月に1回
対 柏市上下水道局と水道契約をしている使用者※国・県・市等の施設を除く
注意 引っ越しなどで使用した期間が変わった場合は基本料金が２カ月分でな

い場合があります。また、使用開始・中止の手続きの時期によって免除の
対象とならない場合があります

問柏市上下水道局料金センター☎7166－2191・ 7167－8035

検針月や口径は
ここをチェック

合計金額は、水道基本料金が含
まれた金額（税込み）が印字され
ています。請求時は、水道基本
料金（税込み）が差し引かれてい
ます

■検針票

対象期間／1～3月分
対 次の条件を全て満たす保護者▶健

康保険証の家族カードを持つ子ど
もが3人以上いる▶そのうち第3子
以降の子どもが市立小・中学校で
給食を食べている

⃝所得制限なし
⃝児童手当などを受給しているかた

は申請不要で3月上旬に支給予定
⃝児童手当などを受給していない

かたは、2月中旬に発送予定の申
請書が自宅に届き次第、提出を

Point対 次の条件を全て満たす保護者▶令
和4年11月30日時点で柏市に住民
登録がある▶平成16年4月2日～
令和5年4月1日に生まれた子を養
育している

問 子育て世帯支援給付金コールセン
ター☎7168－0586・ 7165－
0081

　妊娠期や出産・子育てまで身近な相談だけでなく、経済的な支援も行いま
す。
事業開始予定／2月中
対令和4年4月1日以降に妊娠・出産し
たかた

給付額／妊娠・出生届出後＝各50,000円

問保健所地域保健課☎7167－1257・ 7167－1732

　 申請必須
　 申請方法など、1月上旬に学校で配布される案内文で確認を
問 無償化専用ダイヤル☎070－1065－2277・☎080－1624－5473・☎
090－8766－6098・ 7191－1212

高校生社会人 中学生 小学生

父 母

⇒本人の健康保険証
⇒親の健康保険証の家族カードを持っ
ている

この場合は
この子だけ対象

例

問防災安全課☎7167－1115・ 7163－2188

申請不要
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主な内容

電話での問い合わせが
困難なかたはファクス 7166−8289 もご利用ください携帯電話や松戸局（047局）から本紙の

市外局番のない番号にかけるときは最初に を付けてください「04」

未来へつづ
く先進住環境都市・柏～笑顔と元気が輪となり広がる交流拠

点～
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　令和4年分所得税と復興特別所得税の確定申告書の提出・納付は、2月1日㈬～3
月15日㈬です。期限を過ぎると加算税等がかかることがありますのでご注意くだ
さい。

確定申告書の作成相談
柏税務署に確定申告書作成会場を開設
期間／2月1日㈬～3月15日㈬※土・日曜日、祝日を除く。2月19日㈰・26日㈰は

開設
他会場での作成には、アプリ「LINE（ライン）」による事前予約か当日

整理券が必要▶日曜・祝日の開設日には、国税の領収・電話相
談・納税証明書の発行等は不可▶柏税務署の駐車場は4月中旬ま
で使用不可

◎予約方法など、詳しくは国税庁のホームページを見るかお問い
合わせください
税理士会による確定申告の無料相談
内千葉県税理士会柏支部に登録している税理士による、次の確定申告書の相

談・作成▶給与・公的年金所得のかたの簡易なもの▶市・県民税の申告
他新型コロナウイルス感染症の影響により中止する場合あり

※①～③・⑦＝原本④＝明細書の添付必須（明細書の記入内容の確認のため、医
療費等の領収書は確定申告期限等から5年間保存すること）。各明細書様式
は市のホームページからダウンロード可⑪＝確定申告の場合だけ
注意
◆自宅等で作成した申告書は次のとおり提出を▶確定申告書＝〒277－8522　柏

税務署へ郵送（必着）か直接▶市・県民税申告書＝〒277－8505　柏市役所市民税
課へ郵送（必着）で※収受印を押印した控えが必要なかたは、住所・氏名（ふりがな）
を書いて、84円切手を貼った返信用封筒を同封

◆次の内容は直接税務署へ相談を▶雑損控除・寄付金控除等の申告▶令和4年分以外
の申告▶青色申告▶営業・農業・不動産などの収支計算を伴う所得の申告▶土地・
家屋・株式などの譲渡所得や損失の申告▶住宅借入金等特別控除（住宅ローン控
除）を受ける場合▶外国人や死亡者の確定申告書の作成相談

確定申告書の便利な作成・申請方法
国税庁ホームページ

　「確定申告書等作成コーナー」で申告書を作成できます。確定申告に関する質
問は「タックスアンサー」が便利です。
電子申告・納税システム（e－Tax）

　国税の申告、納税等をインターネットで行うことができます※電子証明書の
有効期限にご注意ください。詳しくは、e－Tax・作成コーナーヘルプデスク（☎
0570－01－5901）で確認を

確定申告書作成上の注意点
マイナンバー（個人番号）の記載

　申告書に必要事項を記入し、申告時に次のいずれかの書類を提示してください。
◦マイナンバーカード
◦通知カードなどのマイナンバーが確認できる書類と、運転免許証等の身分証明書

※郵送で提出する場合は、いずれも写しの添付（マイナンバーカードは両面）を
医療費控除を受けるかた

　本人や生計を一にする親族のために、昨年一定額以上の医療費を支払ったかた
は医療費控除を申告すると、所得税が還付される場合があります。
住宅借入金等特別控除（住宅ローン控除）を受けるかた

　平成25年～令和4年に入居し、住宅ローン控除を受けていて所得税から控除し
きれない額があるかたは、市・県民税の所得割額から税額控除されます。令和4年
中に入居し、初めて住宅ローン控除の適用を受けるかたは、3月15日㈬までに税務
署での確定申告が必要です。また、所得税の年末調整で住宅ローン控除を受けた給
与所得者が、医療費・寄付金等控除の適用を受ける場合も3月15日㈬までに確定申
告が必要です。
16歳未満の親族を扶養しているかた

　市・県民税の非課税限度額の算定に必要ですので、確定申告書第二表「配偶者や
親族に関する事項」に記入の上「住民税」の欄に丸を付けてください。
注意
国外居住親族に係る人的控除を受ける場合は、親族関係書類・送金関係書類を添付
するか提示が必要（書類が外国語で作成されている場合は翻訳文を添付）

市・県民税の申告について
　令和5年度の市・県民税の申告をするかたは、1月下旬に発送する申告書に必要事
項を書いて、〒277－8505　柏市役所市民税課へ郵送で。市のホームページでも
市・県民税申告書が作成できます。作成した申告書は、印刷して郵送等で提出でき
ます。昨年中に申告していても、令和5年度の申告が不要と見込まれるかたなどへ
は発送しません。申告書が必要な場合は、市民税課へご連絡ください。

給与支払報告書の早期提出にご協力を
　令和4年中に給与・賃金等（専従者給与やパート、アルバイト代を含む）を支払っ
た個人・法人は、令和5年1月1日時点で柏市に住んでいる全ての受給者の給与支払
報告書を提出する義務があります。給与所得者にとって市・県民税の申告に代わる
重要な資料となりますので、必ず期限までに提出をしてください。
提出期限／1月31日㈫
提出方法／〒277－8505　柏市役所市民税課へ郵送（必着）・直接持参（市役所本

庁舎2階）するか、地方税ポータルシステム（eLTAX）で

確定申告の準備はお早めに
問所得税の確定申告＝柏税務署☎7146－2321、市・県民税の申告＝市民税課☎7167－1124・ 7167－3203

とき ところ 定員 相談時間
1月27日㈮ さわやかちば県民プラザ

各先着160人 午前9時～午後3時
30分※午前8時30分
から整理券を配布。
当 日 の 混 雑 状 況 に
よって、配布開始を
早める場合あり

30日㈪
南部近隣センター

31日㈫
各先着150人

2月 3日㈮ ひまわりプラザ
6日㈪

光ケ丘近隣センター
先着160人

7日㈫ 先着150人

区分 内容（令和4年中のもの）

収入金額が
分かるもの

①給与や公的年金等の源泉徴収票
②支払調書等（①以外の所得がある場合）

控除額が
分かるもの

③保険料の控除証明書（国民年金保険料・生命保険料・地震保
険料・旧長期損害保険料）

④医療費控除・セルフメディケーション税制の明細書
⑤国民健康保険料・介護保険料・後期高齢者医療制度の保険

料の支払領収書など
⑥障害者手帳など
⑦寄付金の受領証明書か領収書

その他
⑧個人番号確認書類（マイナンバーカードか通知カード）
⑨本人確認書類
⑩ボールペン、電卓
⑪金融機関の口座番号（本人名義）が分かるもの

■申告に必要な書類

▲事前予約はこちら

お願い ・ 車での来場はご遠慮ください
・ 時間に余裕をもって会場へお越しください

時＝とき  所＝場所  対＝対象  定＝定員  内＝内容  講＝講師  費＝費用  持＝持ち物  申＝申し込み  交＝交通  他＝その他  問＝問い合わせ 

柏で働こう！  認定こども園・保育園・幼稚園
合同就職説明会を開催

問保育運営課☎7128－5517・ 7164－0741

　市では、市内認定こども園・保育園・幼稚園の合同就職説明会を行います。80園
以上が参加するため、市内の園情報を一度に収集できます。就職を考えている学生
のかたや子育てが一段落したかたは、ぜひこの機会にご参加ください。
時 1月28日㈯午後1時～4時※入退場自由
所柏の葉カンファレンスセンター (若柴)
対保育士・保育教諭・幼稚園教諭を目指しているか、資格・免許があるかた
費無料
申当日、会場へ直接　他キッズスペースあり
◎参加園など、詳しくは市のホームページをご覧ください

かしわ乗合ジャンボタクシーの
路線を一部変更します

問交通政策課☎7167－1219 ・ 7160－1788

　市では、南部・東部地域の公共交通の不便な地域に住むかたの移動手段を確保す
るため「かしわ乗合ジャンボタクシー」を運行しています。2月1日㈬から、運行経
路や時刻表が一部変更されますのでご注意ください。
　変更に伴い、沼南コースは現在の７便から８便に増便され、南増尾コース・逆井
コースは、１便目の始発駅が「逆井駅東口」になります。
◎新しい運行経路など、詳しくは市のホームページをご覧ください

市のホームページは▶
こちら　
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　食品や日用品、燃料など、私たちの身の回りで値上

げが相次いでいて、物価上昇などの影響を切実に感じ

ているご家庭も多いことと思います。

　この局面を乗り切るための対策として、昨年12月

の市議会に補正予算の議案を提出し、「水道基本料金

の免除」や「子育て世帯支援給付金」について、審議、

可決いただきました。市にできることは限られますが、なるべく多くの

市民のかたが対象になること、そして、できる限り早く実施できること

を考えて選んだ施策です。

　国では、電気とガスに関する補助をすでに行っているため、市では自分

たちで運営している水道の基本料金を免除の対象にしました。2カ月分

の水道基本料金を、翌月の口座振替や支払いの際に差し引きます。一般

家庭では、多くの場合、およそ2，700円の減額となりますので、少しでも光

熱水費の負担軽減になればと思います。

　子育て世帯への支援では、18歳までのお子さんがいるご家庭に、子ども

1人あたり1万円を支給します。また、9月の補正予算に計上した、18歳以

下のお子さんの学びや好奇心を応援する図書カード5，000円分も、今月に

は発送になります。支給にはいずれも所得制限はありませんので、お子

さんの成長や学びにつながるように上手に活用してもらいたいと思って

います。

　しばらく前のテレビ番組で、「コストが上昇してから企業が販売価格を

変えるまでにはタイムラグがあるので、もうしばらく値上げは続く」とい

う専門家の解説を聞きました。なかなか簡単には明るい見通しが立たな

い中、各ご家庭でも、さまざまな自衛策を講じていると思いますが、体に

過度な負担がかからないように、どうぞ気を付けてお過ごしください。    

市民生活を一番に　広く支援を届けたい
市長のスマイル通信 vol.12

※補正予算の概要については、本紙1面をご覧ください

　電力・ガス・食料品等の価格高騰に伴う緊急支援給付金の申請期限が近づ
いています。期限までに書類の提出がない場合、給付が受けられなくなりま
すので期限内の提出をお願いします。
対次のいずれかに該当する世帯▶①令和4年9月30日時点で、世帯全員の令
和4年度分の住民税均等割が非課税である▶②令和4年中に家計が急変
し、現在の収入が非課税世帯と同程度

給付額／1世帯当たり50,000円
申 2月15日㈬までに、①＝確認書に必要事項を書いて、同封の返信用封筒で
郵送（当日消印有効）②＝申請書に必要事項を書き、必要書類を添えて、返
信用封筒で郵送するか、〒277－8505　柏市役所福祉政策課へ郵送（当日
消印有効）か市のホームページで

他①＝確認書は世帯主へ発送済み②＝同コールセンターへ申請書の請求を
※申請書は市のホームページからダウンロード可

◎詳しくは市のホームページを見るかお問い合わせください

●新型コロナウイルス感染症の影響で、掲載しているイベント等の中止や延期、開催方法が変更となる場合があります。開催の有無は市のホームページを見るかお問い合わせください

18歳以下の子どもに5,000円の図書カード送付
問柏市子ども学び応援事業コールセンタ―☎03－6634－1390、

学校教育課☎7191－7367・ 7191－1212

　家計が苦しい中でも子どもたちが学ぶ意欲や習慣を持ち、教養を育めるよう書
籍などの購入費を支援します。1月中旬から簡易書留で送付しますので、お受け取
りください。
対次のいずれかに該当する子ども▶令和4年9月2日時点で柏市に住民登録があ
り、平成16年4月2日以降に出生した▶令和4年9月3日以降に出生し、令和5年2
月28日までに出生届の提出があった0歳児で、母親が令和4年9月2日時点で柏
市に住民記録がある

他自宅に不在連絡票が届いてから保管期間が過ぎてしまった場合は同コールセン
ターまで問い合わせを。令和4年12月1日〜令和5年2月28日に出生届の提出が
あった0歳児は、3月上旬に発送予定

◎再配達の期限など、詳しくは市のホームページを見るかお問い合わせください

▲市のホームページはこちら

　市では、スマートフォンやタブレットを使った電子書籍の貸し出しや返却ができる
電子図書館サービスを開始します。
問図書館本館☎7164－5346・ 7164－5905

電子図書館サービスを開始

●場所や時間に関係なく、貸し
出しや返却ができる

●およそ10,000点の電子書籍
が取りそろえられている

●文字の拡大や読み上げ機能
で、高齢者や視覚障害がある
かたでも読みやすい

ここがすごい！

　児童書や実用書、青空文庫などの書籍をインターネットで無料
で閲覧できます。

どんな本が読めるの？

開始日時／1月24日㈫午後1時
対市内在住・在勤・在学で、柏市立図書館
の利用カードがあるかた※利用カー
ドの作成は各図書館の窓口で

貸出・予約点数／2点まで
貸出期間／2週間
利用方法／市立図書館のホームページ
から、利用者IDとパスワードの入力を

利用してみよう

いつでも・どこでも読める！
1/24（火）
から開始

電力・ガス・食料品等価格高騰
緊急支援給付金の申請期限が迫っています
問柏市価格高騰緊急支援給付金コールセンター☎7165－0250

（午前9時〜午後5時。土・日曜日、祝日を除く）・ 7165－0256

画像はイメージです



時＝とき  所＝場所  対＝対象  定＝定員  内＝内容  講＝講師  費＝費用  持＝持ち物  申＝申し込み  交＝交通  他＝その他  問＝問い合わせ 
●施設の利用、イベント等へ参加する際は感染防止対策にご協力ください

①希望する講座・催し名 ②〒・住所 ③氏名（ふりがな） ④年齢 ⑤電話番号
※電話が困難なかたはファクス番号 ⑥（往復はがきの場合）返信面の宛先

はがき・ファクス
などの記入内容

図書館の休館
　蔵書点検のため、一部の図書館分館と
こども図書館を休館します。

期　間 対　象

1月17日㈫〜
22日㈰

豊四季台・南部・西原・布施・
増尾・新田原 ・松葉・高柳の
各分館、こども図書館

1月31日㈫〜
2月5日㈰

永楽台・光ケ丘・新富・高田・
根戸・藤心・沼南の各分館

他休館中は返却ポストだけ使用可
問図書館本館☎7164−5346

旧手賀教会堂の休館
　消防訓練のため休館します。
時1月22日㈰午前9時〜正午
所旧手賀教会堂
問文化課☎7191−7414

木造住宅簡易耐震診断相談会
時2月12日㈰午前10時〜午後4時
所高柳近隣センター
対平成12年5月31日以前に建築された
木造住宅（在来工法）を所有し、平成12
年6月1日以降に増築していないかた、
先着10人
内建築士による住宅の耐震診断
持住宅の設計図面、写真などの資料（あ
るかただけ）
申1月23日㈪午前9時〜27日㈮午後5時
に、建築指導課へ電話で
問建築指導課☎7167−1145

成人式対象者に記念誌を配布
　1月9日に行われた「柏市成人式〜二十
歳の集い〜」に出席できなかったかたに、
当日配布した記念誌を差し上げます。
対平成14年4月2日〜平成15年4月1日
生まれのかた
配布期限／3月31日㈮
配布場所／生涯学習課（沼南庁舎3階）、
中央公民館（ラコルタ柏3階）
持案内状か生年月日を証明できるもの
問生涯学習課☎7191−7393

国保・後期高齢者の保険による 
傷病手当金の適用期間を延長

　新型コロナウイルス感染症の感染状況
に配慮し、国民健康保険・後期高齢者医
療保険による傷病手当金の適用期間を3
カ月延長します。
適用期間／令和2年1月1日〜令和5年3
月31日

対次の条件を全て満たすかた▶柏市国
民健康保険か千葉県後期高齢者医療保険
に加入している▶給与等の支払いを受け
ている▶同感染症に感染した・感染が疑
われる症状があり、療養のため4日以上
連続して休暇を取得した▶給与等の全
部・一部が支払われていない
◎申請方法や支給額など、詳しくは市の
ホームページを見るか問い合わせを
問保険年金課☎7191−2594

予防接種ノートに掲載する 
広告を募集

　生後2カ月までの子どもの保護者に送
付される、「予防接種ノート」に掲載する
広告を募集します。
掲載時期／4月から1年間
発行部数／約4,000部
申1月24日㈫までに、市のホームページ
からダウンロードした申込書に必要事項
を書き、登記簿謄本（法人格がない場合
は身分証明書）の写しと広告の原稿案を
添えて、〒277−0004柏下65−1　柏
市保健所健康増進課へ郵送（必着）か直
接持参（ウェルネス柏3階）を※応募者多
数の場合は抽選
◎規格・掲載料金など、詳しくは市のホー
ムページで
問保健所健康増進課☎7128−8166

スマホ・パソコン無料相談
時2月6日㈪午後1時〜2時・午後2時〜3

時・午後3時〜4時
所ラコルタ柏（教育福祉会館）
対市内在住のかた、各3人
持スマートフォンかパソコン
申1月30日㈪までに、紙面右上の必要事
項と希望時間を書いて、柏市社会福祉協
議会へ tasedai@kashiwa-shakyo.
or.jpで※応募者多数の場合は抽選
問柏市社会福祉協議会☎7163−9001

外国人による日本語スピーチ 
コンテスト in 柏

時2月5日㈰正午〜午後4時
所パレット柏
対▶会場＝先着70人▶オンライン＝先
着100人
申1月16日㈪午前9時から、紙面右上の
必要事項と参加方法を書いて、国際交流
センターへ boshu-2@kira-kira.jpで
◎詳しくは同センターのホームページで
問国際交流センター☎7157−0281

柏労働基準監督署の庁舎が移転
　千葉労働局の出先機関である柏労働基
準監督署が、1月10日に移転しました。
ご不便をおかけしますが、ご理解ご協力
をお願いします。
移転先／中央町3−2　柏トーセイビル
３階
問 柏労働基準監督署業務課☎7163−
0245

不動産のインターネット公売
　市が滞納市税等の回収のために差し押
さえた不動産を、入札形式で売却します。
入札期間／2月6日㈪〜13日㈪
物件／南逆井６丁目（土地・建物）、南逆

井7丁目(土地・建物)
◎詳しくは市のホームページで
問収納課☎7167−1122・債権管理課
☎7168−1031

あけぼの山農業公園に出店する
キッチンカーを募集

出店期間／4月1日〜来年3月31日
対自動車を利用して行う飲食店営業許
可を受けているかた
◎申し込み方法など、詳しくはあけぼの
山農業公園のホームページで
所 問あけぼの山農業公園☎7133−8877

講 座 ・ 講 演

IT（パソコン）講座
①ツイッター基礎講座
時2月7日㈫午前9時30分〜11時30分
内ツイッターの基礎を学びます
②ワード初級講座
時2月7日㈫午後2時〜4時
内チラシを作りながらワードの基本を
学びます
③フェイスブック基礎講座
時2月21日㈫午前9時30分〜11時30分
内フェイスブックの基礎を学びます

《共通》
所ラコルタ柏（教育福祉会館）
対次の条件を全て満たすかた①・③＝
20人②＝10人▶市内在住・在勤▶パソ
コンで文字入力ができる▶これからツ
イッターを始める（①だけ）▶これから
フェイスブックを始める（③だけ）▶G
メールアドレスがある（①・③だけ）
持USBメモリ、パソコン、筆記用具
申①・②＝1月25日㈬③＝2月6日㈪まで
に、往復はがきに紙面右上の必要事項を
書いて、〒277−0005柏5丁目8−12
柏市中央公民館へ郵送（必着）・FAX7163
−9364・ info-chkm@city.kashiwa.
chiba.jpするか市のホームページで※応
募者多数の場合は抽選
問中央公民館☎7164−1811

お 知 ら せ

市等官公庁からの
お知らせです

催　し 開催日 開催時間

日本刺繍　朱鷺の会　作品展 8日㈬〜10日㈮ 午前10時〜午後7時
終＝午後5時

ウォーターカラー21　作品展

墨翠会展 15日㈬〜18日㈯ 午前10時〜午後6時
初＝午後1時

柏水会展 19日㈰〜22日㈬ 午前10時〜午後6時
初＝午後1時　終＝午後4時

芳壽會作品展 23日㈭〜26日㈰ 午前10時〜午後5時
初＝午後1時　終＝午後4時

澤田湖海士書法展 27日㈪〜3月2日㈭ 午前9時〜午後7時
初＝正午　終＝午後6時

初＝初日開館時間　終＝最終日閉館時間
所 問市民ギャラリー（パレット柏）☎7157−0280

● ● 市民ギャラリー2月の催し ● ●

千葉県議会議員一般選挙
告示日／3月31日㈮
選挙期日／4月9日㈰
柏市議会議員一般選挙
告示日／7月30日㈰
選挙期日／8月6日㈰
問選挙管理委員会事務局☎7167−
1092

選挙期日が
決定しました

投
票
箱

昭和23年2月2日〜
  昭和23年3月1日生まれのかたへ

後期高齢者医療被保険者証を送付しま
す。医療機関等で診療を受けるときは、新
しい被保険者証を提示してください
﹀1月19日㈭に発送予定です

昭和28年1月2日〜
昭和28年2月1日生まれの

柏市国民健康保険利用のかたへ
2月から利用できる被保険者証（高齢受
給者証）を送付します。医療機関等で診
療を受けるときは、新しい被保険者証を
提示してください
﹀1月20日㈮に発送予定です

問保険年金課☎7191−2594
昭和33年2月2日〜
昭和33年3月1日生まれのかたへ
介護保険被保険者証を送付します。被
保険者の証明であるとともに、介護サー
ビスを利用するときなどに必要になりま
す。大切に保管してください
﹀1月26日㈭に発送予定です
問高齢者支援課☎7167−1022
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納期限は1月31日（火）
市・県民税の第4期

問収納課 ☎7167－1122

国民健康保険料の第8期
後期高齢者医療保険料の第7期
問保険年金課 ☎7191－2594

介護保険料の第8期
問高齢者支援課 ☎7167－1022

《共通》
　新型コロナウイルス感染症の影響に
より、収入が減少し納付が困難なかた
は、納期限までに申請することで減免や
徴収猶予を受けられる場合があります。
◎詳しくは市のホームページを見るか
問い合わせを

納期限までに必ずご納付を
口座振替のかたは預貯金残高にご注意を

■公開される審議会等 ※傍聴希望者は当日5分前までに、会場へ直接
名　称 と　き ところ 定員 問い合わせ

柏市史編さん委員会 1月18日㈬午後1時
30分〜3時30分 市役所本庁舎5階

第1委員会室

各
先着
5人

文化課
☎7191−7414

柏市文化財保護委員会 1月30日㈪午後1時
30分〜3時30分

柏市健康福祉審議会高
齢者健康福祉専門分科
会

2月2日㈭午後2時
〜4時

柏地域医療連携セ
ンター１階研修室

高齢者支援課
☎7168−1996

柏市防災会議 2月7日㈫午後2時
〜3時

市役所本庁舎5階
第5･6委員会室

危機管理政策課
☎7170−2248

柏市教育福祉会館運営
協議会

2月8日㈬午後1時
30分〜3時30分

ラコルタ柏（教育
福祉会館）4階集
会室3

中央公民館
☎7164−1811

地域包括支援センター
運営協議会

2月9日㈭午後1時
30分〜3時30分

柏地域医療連携セ
ンター1階研修室

地域包括支援課
☎7167−2318

※新型コロナウイルス感染症の影響で、開催方法などが変更になる場合があります。開
催の有無はお問い合わせください

イベント中止 午前10時〜午後6時
初＝正午　終＝午後5時



①希望する講座・催し名 ②〒・住所 ③氏名（ふりがな） ④年齢 ⑤電話番号
※電話が困難なかたはファクス番号 ⑥（往復はがきの場合）返信面の宛先

はがき・ファクス
などの記入内容

●費用で特に記載のないものは無料です　●対象や定員に制限がないものは、どなたでも参加できます　⃝申し込み・問い合わせなどは、各施設の開館時間にお願いします
●新型コロナウイルス感染症の影響で、掲載しているイベント等の中止や延期、開催方法が変更となる場合があります。開催の有無は市のホームページを見るかお問い合わせください

年初めに始めよう！ 
見直そう！　私の望みノート

時1月26日㈭午後1時～2時30分
所リフレッシュプラザ柏
対市内在住のかた、先着20人
内私の望みノートを使い、この先の生き
方や自分の人生の最期について考えます
持筆記用具、私の望みノート・かしわフレ
イル予防ポイントカード（あるかただけ）
申1月16日㈪午前8時30分から、柏南
部地域包括支援センターへ電話で
問同センター☎7160－0002・地域包
括支援課☎7167－2318

正月太り解消講座
時1月27日㈮午後3時～4時30分
所ラコルタ柏（教育福祉会館）
定20人
内暴飲暴食した体に効く体操で、ダイ
エット効果を高めて健康を促進します
費1,000円
申1月22日㈰までに、紙面右上の必要
事項を書いて、柏市社会福祉協議会へ

tasedai@kashiwa-shakyo.or.jpで
※応募者多数の場合は抽選
問柏市社会福祉協議会☎7163－9001

ブルーベリー剪定（せんてい）講座
時1月29日㈰午前9時30分~11時30分
所ラコルタ柏（教育福祉会館）
定30人
内剪定の意義や方法を学びます
費500円
申1月22日㈰までに、紙面右上の必要
事項を書いて、柏市社会福祉協議会へ

tasedai@kashiwa-shakyo.or.jpで
※応募者多数の場合は抽選
問柏市社会福祉協議会☎7163－9001

地域公開講座「高齢者住まいの 
看取（みと）り研修（ VR体験）」
時2月14日㈫午後3時～4時30分・午後
5時45分～7時15分
所特別養護老人ホームひかり隣保館（十
余二）
対市内在住か高齢者施設職員のかた、
各30人
申1月31日㈫までに、ひかり隣保館へ
電話で※応募者多数の場合は抽選
問ひかり隣保館☎7131－2914・高齢
者支援課☎7168－1996

男女共同参画啓発講座 
「性の多様性と子育て」

時2月11日㈯午前9時45分～11時45分
所パレット柏
定①会場＝先着30人②オンライン＝先着
20人
内子育ての視点から性の多様性につい
て学びます
申1月16日㈪午前9時から、男女共同参
画センターへ①＝電話で②＝紙面右上の
必要事項を書いて、 info-kysc@city.
kashiwa.chiba.jpで
他保育あり（1歳以上、先着5人。要予約）
問同センター☎7167－1127

犬の飼い方・しつけ方教室
時2月15日㈬午前10時～午後0時30分
対市内在住で、犬の飼い主かこれから
犬を飼う予定があるかた、10組
費1,100円
持筆記用具
申2月7日㈫までに、はがきに紙面右上
の必要事項と参加人数・犬の飼育の有無

（飼っている場合は犬の名前・犬種・年
齢・雄雌）を書いて、〒277－0924風
早2丁目4－3　柏市動物愛護ふれあい
センターへ郵送（必着）・ info-dbt@
city.kashiwa.chiba.jpするか電話で※
応募者多数の場合は抽選
他受講者は2月24日㈮に開催する飼い
犬同伴の実技講習に参加可
所 問動物愛護ふれあいセンター☎7190
－2828

手賀沼ガイドボランティア 
養成講座

時 所▶2月16日㈭・21日㈫午前9時30
分～正午＝かしわ環境ステーション▶2
月24日㈮午前10時～正午＝手賀沼公園

（我孫子市）※計3回
対市内在住で手賀沼ガイドボランティ
アに関心があるかた、15人
申2月8日㈬までに、紙面右上の必要事項
を書いて、かしわ環境ステーションへFAX

7172－2100か info@kankyostation.
orgで※応募者多数の場合は抽選
問同ステーション（午後1時～5時）☎7170
－7090・環境政策課☎7167－1695

人生は60歳からが面白い
時2月19日㈰午前10時～正午
所ラコルタ柏（教育福祉会館）
定先着40人
内経済コラムニストの大江英樹さんが
自身の体験とシニアライフの作り方を伝
授します
費1,000円
申1月16日㈪午前9時から、老いじたく
あんしんねっとへ電話で
問老いじたくあんしんねっと☎7169－
4165・高齢者支援課☎7168－1996

コミュ力UP体験ワークショップ
時2月18日㈯・25日㈯午前10時～正午

（計2回）
所ラコルタ柏（教育福祉会館）
対市内在住・在勤のかた、30人
内会話の間の取り方や話し方などにつ
いて学びます
持動きやすい服装・室内履き、筆記用具
申2月8日㈬までに、往復はがきに紙面
右上の必要事項を書いて、〒277－
0005柏5丁目8－12　柏市中央公民館
へ郵送（必着）・ FAX 7163－9364・

info-chkm@city.kashiwa.chiba.jpす
るか市のホームページで※応募者多数の
場合は抽選
問中央公民館☎7164－1811

催 　 し

手賀沼船上探鳥会
時2月4日㈯午前9時～10時30分・午前
11時～午後0時30分
集合・解散／手賀沼公園（我孫子市）
対市内在住のかた、各13人※小学3年
生以下は保護者同伴
申1月25日㈬までに、紙面右上の必要
事項を書いて、かしわ環境ステーション
へ FAX 7172－2100か info@kankyo 
station.orgで※応募者多数の場合は抽
選。結果は1月27日㈮までに通知 
問同ステーション（午後1時～5時）☎7170
－7090・環境政策課☎7167－1695

①特設ドッグラン 
②犬のしつけ教室

時2月23日㈭①＝午前10時～午後3時
②＝午前10時30分～正午・午後1時～2
時30分※雨天時は25日㈯に延期
所北柏ふるさと公園
定②＝各10人
費①＝1頭500円②＝2,000円
持犬鑑札、狂犬病予防接種証明書・混合
ワクチン接種証明書（接種証明書は１年
以内のもの）、首・胴輪、リード、動き
やすい服装、犬用おやつ（②だけ）
申①＝当日、会場へ直接②＝2月8日㈬
までに、柏市みどりの基金のホームペー
ジで※応募者多数の場合は抽選。結果は
2月15日㈬までに連絡
問柏市みどりの基金☎7160－3120

紅型（びんがた）染め教室
時2月25日㈯午前10時～午後0時30分・
午後2時～4時30分
所ラコルタ柏（教育福祉会館）
定各16人
内簡単色塗り体験か、紅型染め体験のど
ちらかを選択
費1,000円
申2月3日㈮午後4時までに、文化課へ
電話か市のホームページで※応募者多数
の場合は抽選
◎詳しくは市のホームページで
問文化課☎7191－7403

バードカービング教室
時2月26日㈰午前9時30分～午後3時
所ラコルタ柏（教育福祉会館）
対小学5年生以上のかた、20人
内コアジサシの模型作りや保護活動に
ついて学びます
費500円
持エプロン、タオル、レジ袋、飲み物
申2月10日㈮までに、紙面右上の必要
事項を書いて、かしわ環境ステーション

へ FAX 7172－2100か info＠kankyo 
station.orgで※応募者多数の場合は抽選
問同ステーション（午後1時～5時）☎7170
－7090・環境政策課☎7167－1695

求 　 人

業務員（会計年度任用職員）
対建物などの簡易な修繕業務等の経験が
あり自動車の運転免許があるかた、1人
勤務場所／学童保育課（市役所別館3階）、
市内のこどもルーム
勤務内容／建具等の簡易な修繕、家具の
設置、草刈り、消耗品等の購入・搬送等
勤務時間／月～金曜日午前10時～午後5
時※勤務日数は応相談
採用日／4月1日
賃金（時給）／1,050円※賞与・交通費は
別途支給
申2月15日㈬午後5時15分までに、学
童保育課へ電話で
選考方法／書類と面接
問学童保育課☎7167－1294

生涯学習専門アドバイザー 
（会計年度任用職員）

対次のいずれかに該当するかた、3人▶生
涯学習に関する調査・研究の実務経験があ
る▶公民館事業の企画・推進・実施に関す
る実務経験がある▶公民館事業を含む生
涯学習に関する経験か専門的な知識がある
勤務場所／中央公民館（ラコルタ柏3階）
勤務内容／生涯学習に関する調査・研究、
公民館事業の企画・推進・実施
勤務時間／月～金曜日午前9時～午後4
時のうち1日6時間で週2日※休日勤務
の場合あり
採用日／4月1日
賃金（時給）／2,290円※賞与・交通費は
別途支給
申2月3日㈮までに、中央公民館で配布
する申込書に必要事項を書き、必要書類
を添えて、〒277－0005柏5丁目8－12　
柏市中央公民館へ郵送（必着）か直接持
参を※申込書は市のホームページからダ
ウンロード可
選考方法／書類と面接
◎詳しくは市のホームページで
問中央公民館☎7164－1811

健 　 康

スポーツ推進委員東部支部 
スポーツ教室

時1月29日㈰午前9時～11時30分
所中原小学校
種目／ニュースポーツ
対市内在住で小学生以上のかた※小学3
年生以下は保護者同伴
持運動ができる服装・室内履き、飲み物
申当日、会場へ直接
問東部支部（桜井）☎7163－3798（午後
6時～9時）・スポーツ課☎7167－1133

パレット柏パレット柏 の催し   所 問 パレット柏☎7157－0280
催し・内容 と　き 対象・定員

①おはなし会 2月1日㈬午前10時30分～11時 乳幼児と保護者、
先着8組

②スマホ・パソコン無料相談 2月10日㈮午前10時～午後4時 先着18人
③美学講座「冷え症対策」寒さ
に負けるな体と心 2月13日㈪午後7時～8時30分 先着13人

費③＝1,000円
申1月16日㈪午前9時から、パレット柏へ電話で
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●必ず事前に申し込みを 1月17日㈫
午前9時30分から、同館へ電話で

着物からタペス
トリー作り

1日㈬午前10時～午後
４時。先着6人。100円

折り紙でプレゼ
ント用箱作り

3日㈮午前10時～正午。
先着6人。100円

羽織からベスト
作り

8日㈬午前10時～午後
４時。先着6人。100円

セーターからバ
ッグ作り

10日㈮午前10時～午後
４時。先着6人。200円

包丁研ぎ教室 26日㈰午前10時～正
午。先着6人。100円

なんでも修理教
室（おもちゃ、時
計、その他家庭
の小物類）

26日㈰午後1時～4時。
先着8人。無料

◎持ち物等、詳しくは市ホームページで
所 問  リサイクルプラザリボン館
　　☎7199－5082（月曜休館、
　　祝日の場合は翌日休館）

不 用 品 を 有 効 利 用 し ま し ょ う ！

2 月 教の 室



時＝とき  所＝場所  対＝対象  定＝定員  内＝内容  講＝講師  費＝費用  持＝持ち物  申＝申し込み  交＝交通  他＝その他  問＝問い合わせ 
●施設の利用、イベント等へ参加する際は感染防止対策にご協力ください

①希望する講座・催し名 ②〒・住所 ③氏名（ふりがな） ④年齢 ⑤電話番号
※電話が困難なかたはファクス番号 ⑥（往復はがきの場合）返信面の宛先

はがき・ファクス
などの記入内容

健  康（続き）

健康維持・増進講座 
「理学療法士による講話と実技」
時①1月25日㈬②1月26日㈭※いずれ
も午後1時〜2時
対市内在住のかた、各先着20人
内①＝肩痛、膝痛など、日常的に起こ
る体の痛みや悩みの解消法②＝負担に感
じない介護・介助方法の基礎
費各100円
持運動ができる服装、飲み物、タオル、
かしわフレイル予防ポイントカード（あ
るかただけ）
申1月16日㈪午前9時30分から、柏寿
荘へ電話か直接
所 問柏寿荘☎7131−9511

スポーツ推進委員西部支部の催し
時1月29日㈰、2月5日㈰※いずれも午
前9時〜正午
所柏第四小学校
種目／室内雪合戦、ボッチャ、ペタンク、
ラダーゲッター、ショートテニスなど
対市内在住・在勤・在学で小学生以上の
かた※小学3年生以下は保護者同伴
持運動ができる服装・室内履き、タオル、
飲み物
申1月25日㈬までに、紙面右上の必要
事項と参加種目を書いて、福嶋へファク
スで
問西部支部（福嶋）☎・FAX7146−1279、
スポーツ課☎7167−1133

呼吸法と気功ヨーガ
時2月10日㈮午前10時30分〜11時45分
所ラコルタ柏（教育福祉会館）
定20人
内やさしい呼吸法と簡単な動きで心と
体の調子を整えます
費500円
持運動ができる服装、飲み物
申2月2日㈭までに、紙面右上の必要事
項を書いて、柏市社会福祉協議会へ
tasedai@kashiwa-shakyo.or.jpで※応
募者多数の場合は抽選
問柏市社会福祉協議会☎7163−9001

沼南体育館の催し
①沼南ナイトヨーガ教室
時1月31日〜3月28日の毎週火曜日午後
7時15分〜8時15分※3月21日を除く。
計8回
②沼南ナイトピラティス教室
時2月2日〜3月30日の毎週木曜日午後
7時15分〜8時15分※2月23日を除く。
計8回
③初級ピラティス教室
時2月8日〜3月29日の毎週水曜日午前
9時30分〜10時30分（計8回）

④沼南ヨーガ教室
時2月10日〜3月31日の毎週金曜日午
前9時30分〜10時45分（計8回）

《共通》
対18歳以上のかた、各先着45人
内①・④＝呼吸の改善や心と体のバラン
スを整えます②・③＝体幹部を強化して、
姿勢を整えます
費①〜③＝各5,600円④＝6,640円
持運動ができる服装・室内履き、タオル、
飲み物
申①・②＝1月21日㈯③＝1月19日㈭④
＝1月17日㈫午前10時から、沼南体育
館へ電話か直接
他子ども同伴不可
所 問沼南体育館☎7128−5587

中央体育館の催し
①いきいき体操教室
時2月3日〜3月31日の毎週金曜日午後
1時30分〜2時30分※2月24日を除く。
計8回
内大筋群などを刺激し、体を整えます
②健康ヨガ教室A・③健康ヨガ教室B
時2月7日〜3月28日の毎週火曜日②＝
午前9時30分〜10時30分③＝午前11時
〜正午（各計8回）
内やさしいポーズと呼吸法を学びます
④ナイトピラティス教室
時2月7日〜3月28日の毎週火曜日午後
7時30分〜8時30分（計8回）
内体幹部を強化して、姿勢を整えます
⑤マットピラティス教室
時2月8日〜3月29日の毎週水曜日午前
11時30分〜午後0時30分（計8回）
内体幹部を強化して、姿勢を整えます
⑥初級ヨガ教室
時2月9日〜3月30日の毎週木曜日午前
9時30分〜10時30分（計8回）
内体を伸ばして血行を促します

《共通》
対18歳以上のかた、各先着50人
費各5,600円
持運動ができる服装、タオル、飲み物
申①＝1月17日㈫②＝1月19日㈭③＝1
月21日㈯④＝1月22日㈰⑤＝1月16日
㈪⑥＝1月18日㈬午前10時から、中央
体育館へ電話で
他子ども同伴不可
所 問中央体育館☎7179−5755

富勢ヨーガ教室
時2月10日〜3月31日の毎週金曜日午
前10時30分〜11時30分（計8回）
所富勢運動場
対18歳以上のかた、先着20人
内やさしいポーズと呼吸法を学びます
費5,600円
持運動ができる服装、タオル、飲み物
申1月22日㈰午前10時から、中央体育
館へ電話で
他子ども同伴不可
問中央体育館☎7179−5755

シ ニ ア

健康維持・増進講座 
「70歳からの自分らしい生き方」
時1月27日㈮午前10時30分〜正午
対市内在住で60歳以上のかた、先着20人
内健康寿命を保ち、自立した生活を送
る方法を学びます
持筆記用具、かしわフレイル予防ポイ
ントカード（あるかただけ）
申1月16日㈪午前9時30分から、南部
老人福祉センター「かたくりの里」へ電
話か直接
所 問かたくりの里☎7176−6151

ロコモ予防体操＆ 
野菜のちょっといい話

時2月14日㈫午前10時〜11時30分
所ラコルタ柏（教育福祉会館）
対市内在住・在勤で60歳以上のかた、
25人
内おいしい冬野菜の選び方とロコモ予
防体操で元気な体を作ります
費500円
申2月3日㈮までに、紙面右上の必要事
項を書いて、柏市社会福祉協議会へ
tasedai@kashiwa-shakyo.or.jpで※
応募者多数の場合は抽選
問柏市社会福祉協議会☎7163−9001

生きがいづくり講座 
「七宝（しっぽう）焼き教室」
時2月14日㈫午後1時30分〜3時30分
対市内在住で60歳以上のかた、先着10
人
内型枠に釉薬（ゆうやく）を盛って炉で
焼いて、ペンダントを作ります
費1,200円
持室内履き、エプロン、タオル、かし
わフレイル予防ポイントカード（あるか
ただけ）
申1月17日㈫午前10時から、沼南老人
福祉センター「いこい荘」へ電話か直接
所 問いこい荘☎7192−1401

キ ッ ズ

親子で楽しむリトミック 
「動物園にはなにがいるかな？」
時1月31日㈫①午前10時10分〜10時
50分②午前11時10分〜11時50分
所ラコルタ柏（教育福祉会館）
対①＝生後3カ月〜1歳11カ月の子ども
と保護者、15組②＝2〜3歳の子どもと
保護者、5組
費500円
申1月24日㈫までに、紙面右上の必要事
項と子どもの氏名（ふりがな）・年齢を書い
て、柏市社会福祉協議会へ tasedai@

kashiwa-shakyo.or.jpで※応募者多数
の場合は抽選
問柏市社会福祉協議会☎7163−9001

長屋門文庫でおはなし会
時1月29日㈰午前11時〜11時45分
所旧吉田家住宅歴史公園
対未就学児以下の子どもと保護者、先
着10組
申1月17日㈫午前9時30分から、こども
図書館へ電話で
問こども図書館☎7108−1111

健康づくり講座 
「カムカムCooking 」

時2月8日㈬・22日㈬午前10時〜正午
（計2回）
所ラコルタ柏（教育福祉会館）
対市内在住・在勤で小学生以下の子ども
がいる保護者、12人
内調理実習でキーマカレーなどを作り
かむことの大切さを学びます
費1,500円
持筆記用具
申2月1日㈬までに、往復はがきに紙面
右上の必要事項を書いて、〒277−
0005柏5丁目8−12　柏市中央公民館
へ郵送（必着）・ FAX 7163−9364・
info-chkm@city.kashiwa.chiba.jpす
るか市のホームページで※応募者多数の
場合は抽選
問中央公民館☎7164−1811

親子の絆づくりプログラム 
「赤ちゃんがきた！」

時2月17日〜3月10日の毎週金曜日午
前10時〜正午（計4回）
所高柳児童センター
対令和4年9月11日〜12月17日生まれ
の乳児と初めて子育てをしている母親、
先着6組
内育児の知識や親の役割などを学びな
がら、母親同士が交流します
費1,000円
申1月17日㈫午前10時から、しこだ児
童センターへ電話で
問しこだ児童センター☎7145−2522

言語聴覚士と見つめる 
「子どもの行動」

時2月12日㈰午前10時〜11時
所ラコルタ柏（教育福祉会館）
対子育て中の保護者と子ども、10組
内動き回る、言葉より手が出てしまう
などの子どもの行動について話します
申2月1日㈬までに、紙面右上の必要事
項と子どもの氏名（ふりがな）・年齢を書
いて、柏市社会福祉協議会へ tasedai@
kashiwa-shakyo.or.jpで※応募者多数
の場合は抽選
問柏市社会福祉協議会☎7163−9001
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問スポーツ課 ☎7167－1133市民体育大会
種 目 と　き ところ 対　象 内　容 費用・持ち物 申し込み 問い合わせ

野球
4月2日〜7月30日の毎週日曜
日午前8時〜午後5時※毎月第
3日曜日を除く

富勢・塚崎運
動場野球場

市内在住・在勤のかたで構成
された9人以上のチーム

軟式野球の春
季市民大会

1チーム35,000円
※新規加入チーム
は40,000円

2月4日㈯までに、はがきに紙面右上の必
要事項を書いて、〒277−0835松ケ崎96
−21　河原和雄へ郵送（必着）で

河原
☎090−8007−9489

問スポーツ課 ☎7167－1133スポーツ講習会
種 目 と　き ところ 対　象 内　容 費用・持ち物 申し込み 問い合わせ

弓道 3月5日〜4月23日の毎週日曜
日午前9時〜11時（計8回） 沼南体育館 市内在住・在勤・在学で高校

生以上のかた、先着10人 基本の習得
6,000円。運動が
できる服装、靴下
か足袋

1月21日㈯午前0時から、沼南地区弓友会
へ kyoushitu-shounanchiku@kashiwa-
kyudo.comで

築地
☎7193−2366
（午後7時以降）

柏市かわら版



①希望する講座・催し名 ②〒・住所 ③氏名（ふりがな） ④年齢 ⑤電話番号
※電話が困難なかたはファクス番号 ⑥（往復はがきの場合）返信面の宛先

はがき・ファクス
などの記入内容

●費用で特に記載のないものは無料です　●対象や定員に制限がないものは、どなたでも参加できます　⃝申し込み・問い合わせなどは、各施設の開館時間にお願いします
●新型コロナウイルス感染症の影響で、掲載しているイベント等の中止や延期、開催方法が変更となる場合があります。開催の有無は市のホームページを見るかお問い合わせください

ピヨピヨ親子 
ショートテニス教室

時2月11日㈯午前10時20分~正午
所吉田記念テニス研修センター（花野井）
対3歳～小学生でテニス未経験の子ども
と保護者、先着60組
費500円
持運動ができる服装、タオル、着替え
申1月20日㈮午前9時から、吉田記念テ
ニス研修センターのホームページで
問同研修センター☎7134−3030、共
生・交流推進センター☎7167−0941

ハートチョコパン作り 
＆小顔ヨガ

時2月6日㈪午前10時～11時30分
所ラコルタ柏（教育福祉会館）

対未就学児の子どもと保護者、10組
費2,000円※1人追加につき300円
持エプロン、三角巾、タオル、飲み物、
パンを持ち帰る用の袋・容器
申1月26日㈭までに、紙面右上の必要事
項と子どもの氏名（ふりがな）・年齢・参
加人数を書いて、柏市社会福祉協議会へ

tasedai@kashiwa-shakyo.or.jpで ※
応募者多数の場合は抽選
問柏市社会福祉協議会☎7163−9001

NHKおかあさんといっしょ 
宅配便「ファンターネ！　小劇場」
時2月25日㈯午後1時～1時45分・午後
3時45分～4時30分
所市民文化会館大ホール
対市内在住・在勤・在学の子どもと保護
者、各200組
内人形劇や番組でおなじみのキャラク

ターたちに会えます
申1月20日㈮までに、NHKのホームペー
ジで※応募者多数の場合は抽選
問NHK千葉放送局☎043−203−1001・
こども政策課☎7170−2692

ツリークライミング体験会
時2月26日㈰午前10時～11時30分・午
後0時30分～2時・午後2時10分～3時
40分
所南部公園
対市内在住の小・中学生、各5人※小学
生は保護者同伴
内木にかかっているロープを登りなが
ら自然と触れ合います
持運動ができる服装
申1月31日㈫までに、紙面右上の必要
事項と保護者氏名（ふりがな）を書いて、
柏市里山ネットワークへ satoyama 

kashiwa@gmail.comで※応募者多数
の場合は抽選。結果は2月7日㈫までに
連絡
問同ネットワーク（松清）☎090−4458
−6811・公園緑地課☎7167−1148

■沼南ハーモニカサークル・
創立20周年記念演奏会
時2/5の14時〜16時 所 アミュ
ゼ柏 定先着75人 費無料 問中嶋
☎070−5576−0783
■東葛教育芸術祭
時2/14〜19の9時〜17時（2/14
は14時から、2/19は13時まで） 
所県プラ 費無料 問小澤☎7149
−0536

■障害年金個別相談会
時1/20の13時30分〜16時30
分 所教福 費無料 申要予約 問
岩崎☎070−1541−7661
■カントリーミュージックラ
イブ
時1/25の15時〜17時 所カフ
ェまつばR（松葉町4丁目） 費無
料 申要予約 問野寄（のより）☎
090−3209−7883

■認知症の事　当事者に聞く
時1/27の13時〜15時 所教福 
定10人 費500円 申要予約 問
北川☎090−5509−5398
■ NYTimes&HillbillyElegy
を読む
時 1/19・26、2/2・9の18時
〜20時 所教福ほか 費1回500
円 申要予約 問垣沼（かきぬま）
☎7172−6001

■TOEIC学習会
時1/22・29、2/5・12の18時
〜20時30分 所松葉近セ 費1回
500円 申要予約 問野口☎7132
−7892（19時以降）
■市長と語る柏の未来
時1/22の14時～16時 所教福 
費 無料 問 鈴木☎090−5394
−7310
■ソーラン踊って転倒予防
時 2/7の15時 ～16時30分 所
パレット柏 費500円 申要予約 
問藤崎☎070−1367−0080

■初めて英会話
時1/19・26の9時15分 〜9時45
分 所アミュゼ柏 内外国人講師と
少人数で英会話 費1回500円 申
要予約 問水谷☎090−5498−
0715
■市民大学講座まなび屋「 明
治時代を作った女たち 」
時1/24の10時〜12時 所 パレ
ット柏 費500円 問神谷☎7151
−5874

●�市民団体やサークルからの情報を
掲載しています

団体・サークル
催 し   

団体・サークル
催 し   

団体・サークル
催 し   

団体・サークル
の催し

●�市民団体やサークルから
の情報を掲載しています

近セ＝近隣センター、ひまプラ＝ひまわりプラザ、教福
＝ラコルタ柏（教育福祉会館）、県プラ＝さわやかちば県
民プラザ
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●詩吟「篁嶺会（こうれいかい）」
第1・3㈯12時30分、松葉近セ。
初 心 者 歓 迎。 1,000円、
2,500円。見学可。空（そら）☎
090−5768−4899
●ショートテニス「 フレンド 」
第1・3・5㈯＝9時30分、第2・
4㈯＝10時、柏八小。経験者。

500円、 1,200円。福永☎
7162−2862（17時以降）
●我孫子山の会
第1㈯18時、パレット柏ほか。
山好きのかた。 1,000円、
500円。 畑（ は た ）☎7136−
7070

●エアロビサークル柏の葉
毎㈭9時45分、県立柏の葉公
園コミュニティ体育館。健康
維持とストレス解消。 1,000
円、 2,000円。増田☎090−
5541−8076
●柏シニアバレーボールクラブ
第2・4㈰14時、柏三小。50歳
以上。 1,500円。佐藤☎7167
−1800
●英会話「 森の会 」
第2・4㈮12時30分、アミュゼ
柏ほか。英語でスピーチや議論

1,000円。関根☎090−5775
−5788

●柏古文書の会
第4㈯13時30分、教福。 100円。
佐々木☎090−4179−5822
●永楽台太極拳サークル
毎㈭15時30分、永楽台近セ。
初心者・高齢者歓迎。 3,500
円。小谷☎090−7269−9537
●英語でチャット
毎㈯13時、アミュゼ柏ほか。
英字記事を読んでチャット。
2,000円。見学可。児島☎080
−5425−8271
●書道「 碧（ みどり ）の会 」
第2・4㈫9時30分、高田近セ。
初心者歓迎。毛筆（漢字・かな）、
ペン。 1,500円、 2,000円。

4,000円。田 窪（ たくぼ ）☎
7143−3379

●ストレッチ「 FFクラブ 」
毎㈭13時、中央体育館。初心
者歓迎。 1,000円、 1,300円。
戸室（とむろ）☎7163−9320
●ヨガ「 ピアコミ 」
第1㈮＝13時30分、第3㈬＝10
時、教福。聞こえない・聞こえ
にくいかた。1回300円。白井☎・
FAX7162−7722
●クラシックギター MJ7
毎㈫13時、ひまプラ。クラシッ
クギターを弾けるかた。60歳
以上。 1,500円。星野☎090
−9834−2669
●チャオマンドリーノ
毎㈮13時、根戸近セ。初心者歓
迎。マンドリン、マンドラ、マ
ンドセロ、ギターの演奏。

3,000円。記内（きない）☎7132
−0143
●楽しいうたの会
月2回不定期、パレット柏。70
歳以上。童謡、唱歌、懐メロな
ど。 2,000円。山本☎090−
2758−4941
●韓国語サークル
第2・4㈭19時、パレット柏。初
心者歓迎。 2,500円。外山（と
やま）☎080−8711−3426
●柏ダイヤモンドスキークラブ
年7回不定期、パレット柏ほ
か。50歳以上の経験者。宿泊
あり。 2,000円。花澤☎090
−6011−8739

＝入会金、㊊＝月会費、
＝年会費サークル会員募集

※特に記載がないものは会場・申し込み・問い合わせともに各施設へ児童センターへ行こう！児童センターへ行こう！

南部こどもの広場（南部近隣センター内）
☎7173－1333

●〈はぐはぐフォーラム〉はぐはぐスペ
シャル「まめまきごっこ」
節分にちなんだ工作や親子遊びを楽しみ
ます
時1月27日㈮午前11時〜11時30分 対
乳幼児と保護者、先着15組 申当日、会
場へ直接

光ケ丘遊戯室（光ケ丘近隣センター内）
☎7170−7600

（午前9時～正午・午後1時～5時）

●〈はぐはぐフォーラム〉きらきらスぺ
シャル＆お誕生会
手遊び、紙芝居、体操を楽しんだり、1
月生まれのお友達をお祝いしたりします
時1月31日㈫午前10時30分〜11時15
分 対乳幼児と保護者、先着12組 申1月
17日㈫午前10時〜☎で

永楽台児童センター（永楽台近隣センター内）
☎7163－4050

●あそびの城「風船とうちわで遊ぼう」
風船とうちわを使って、羽根つきや風船
バレーをして楽しみます
時1月28日㈯午後2時〜3時30分 対小学
生以上、先着20人 申当日、会場へ直接
●〈はぐはぐフォーラム〉チビッコ豆まき
親子で節分の話を聞いたり、豆まきごっ
こをしたりして遊びます
時1月30日㈪午前10時〜11時 対乳幼
児と保護者、先着7組 申1月17日㈫午
後2時〜☎で

高柳児童センター☎7190－1348
●〈はぐはぐフォーラム〉ツインズ～多
胎児のつどい～
自由に遊びながらおしゃべりできる多胎
児家族の交流の場です。プレママ・プレ
パパも参加できます
時2月7日㈫午前10時〜11時30分 対多

胎児と保護者、先着5組 申当日、会場
へ直接
●〈はぐはぐフォーラム〉わくわくスペ
シャル「うれしいひなまつり」
ひな祭りにちなんだ手遊びや工作などを
楽しみます
時2月9日㈭午前11時〜11時40分 対乳
幼児と保護者、先着15組 申当日、会場
へ直接

しこだ児童センター☎7145－2522
●〈はぐはぐフォーラム〉はぐはぐスペ
シャル「せつぶんを楽しもう」
豆まきごっこや簡単な工作をして、節分
の雰囲気を楽しみます
時2月2日㈭午前10時50分〜11時30分 
対乳幼児と保護者、先着10組 申当日、
会場へ直接
●〈はぐはぐフォーラム〉ツインズ～多
胎児のつどい～
自由に遊びながらおしゃべりできる多胎
児家族の交流の場です。プレママ・プレ

パパも参加できます
時2月3日㈮午前10時〜11時30分 対多
胎児と保護者、先着5組 申1月18日㈬
午前10時〜☎で
●じどセンちゃれんじ「ボッチャを体験
しよう」
パラリンピック種目のボッチャを楽しみ
ます
時2月19日㈰午前10時〜正午 対小学生
以上、先着16人 申1月17日㈫午後2時
〜☎で

布施遊戯室（布施近隣センター内）
☎7135−3960（午後1時～ 5時）

●なかよし広場
親子で交流しながら、手遊びや体操など
を楽しみます
時2月14日・28日、3月14日・28日の
各火曜日午前10時〜11時45分 対乳幼
児と保護者、各先着6組 申当日、会場
へ直接

と　き 催　し

26日㈭午後3時～
3時30分 読み聞かせ、手遊び

27日㈮午前11時
～11時30分 わらべうたあそび

申当日、会場へ直接
所 問こども図書館☎7108−1111

こども図書館こども図書館
1月後半の催し



　新型コロナウイルスの抗原検査キットで検査後、体調が優れないかたなど
は「千葉県オンライン診療センター」で診療を受けることができます。なお、
受診できるかたは、年齢等によって異なりますので、ご確認ください。
実施期間／2月28日㈫まで
診療時間／午前9時～午後6時
対新型コロナウイルス抗原検査キット（研究用を除く）で自己
検査をしたかた
　陰性の場合＝中学生～64歳のかた
　陽性の場合＝次のいずれかに該当するかた▶65歳以上▶
妊娠中である▶重症化リスクがある

◎詳しくは千葉県のホームページをご覧ください

▲千葉県オンラ
イン診療セン
タ―はこちら

千葉県オンライン診療センター
の活用ができます

問保健所保健予防課☎7167－1254・ 7167－1732

発熱等の症状があるかたはこちら
　まずは、かかりつけ医などの最寄りの医療機関に電話で相談してください。
どこに電話したらよいか分からないときは、下記にお問い合わせください。

柏市受診相談センター 
☎050－5527－6942・ 7167－1732

受付時間／午前9時～午後5時

千葉県発熱相談コールセンター 
☎0570－200－139　受付時間／24時間

▲市内の発熱
外来一覧は
こちら

全国初制覇！ 酒井根中学校男子駅伝部

史上初の皇后杯10連覇達成！　
女子バスケットボールENEOSサンフラワーズ

　初めて挑んだ全国中学校駅伝大会で、6区間18キロメートルをたすき
でつなぎ、58分37秒で見事初優勝。全国に柏・酒井根の名をとどろか
せました。

　チームの絶対的エースの渡嘉敷来夢（とかしきらむ）選手を中心に攻
撃を仕掛け、初優勝を目指すデンソーアイリスを76対66で破り、前人
未到の皇后杯10連覇を達成しました。

＠滋賀県希望が丘文化公園

＠代々木第二体育館（渋谷区） 12
18

12
18

女王のプレーを見に行こう！
　およそ9年ぶりに、ENEOSサンフラワーズの公式戦が柏市で開
催。迫力あるプレーを間近で体感しよう。
◎チケットの購入など、詳しくはWリーグのホームページでご確
認ください

2/25㈯・26㈰
中央体育館で開催

▲市のホーム
ページはこ
ちら

抗原検査キット
で検査後

問広報広聴課☎7167－1175・ 7166－8289

ⓒ月刊陸上競技

ⓒENEOSサンフラワーズ

　市内の新規感染者数等に関する最新情報については、市の
ホームページで発信しています。

新型コロナウイルスの感染者情報はこちら

市のホームページはこちら▶︎

新型コロナワクチン接種に関する問い合わせはこちら
　新型コロナワクチンに関する最新情報は、市のホームペー
ジをご確認ください。

柏市新型コロナワクチンコールセンター
☎7179－2663・☎7179－2313

7128－7253
受付時間／午前8時30分～午後5時15分
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70
古紙配合率70％再生紙と植物油インキを使用しています。
また、見やすいユニバーサルデザインフォントを採用しています。

8

※広報かしわに掲載する有料広告を随時募集しています。
　詳しくは広告代理店「株式会社サンケイちば企画」（☎043−202−8600）へ

有 料 広 告 掲載されている広告内容については、直接広告主へお問い合わせください

市内人口
432,562人（前月比183人減）
●男　213,504人　　●女　219,058人　
●世帯数　195,274世帯（前月比31世帯減）
（5.1.1現在） ▲登録はこちら

柏市LINE公式アカウント
ID ／＠kashiwa_shi　
アカウント名／柏市役所

柏市の情報をLINEで取得しよう！
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