
花野井にある「旧吉田家住宅歴史公園」を知っていますか。公園の中には江戸時代に建てられた歴史ある建物や庭園があり、
訪れた人を惹（ひ）きつけています。今号では、旧吉田家住宅を知り尽くした園長が教える、とっておきの見どころを紹介します。

問旧吉田家住宅歴史公園☎・ 7135ー7007

　旧吉田家住宅は、豪農「吉田家」が
江戸時代に建てた住宅で、平成16年
に住宅と屋敷林、庭園などを含む敷
地が市に寄贈され、平成21年に歴史
公園として開園しました。その翌年
には、主屋、長屋門をはじめとする8
棟が国の重要文化財として指定さ
れ、建造から190年たった今もなお
訪れる人を魅了しています。

　旧吉田家住宅の建物はおおむね江戸時代のもので、そのほとん
どが当時の姿のまま残っています。建物と庭園の融合は格別で、
足を踏み入れると周囲の建物は一切見
えず、まるで、江戸時代にタイムスリッ
プしたような感覚を味わえます。今年
は3年ぶりに華之井市場も開催します
ので、ぜひ足を運んでみてください。

今も生き続ける190年の歴史

 2・3面では、旧吉田家住宅の見どころなどを紹介します

建物に色濃く残された江戸の面影

▲魅力を語る園長・渡邉健二さん
▲歴史を感じさせる旧吉田家住宅の外観

数多くのドラマや映画
のロケ地としても使わ
れています！

旧吉田家住宅
柏で感じる江戸の趣

国指定
重要文化財

広 
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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～

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」

主な内容
P4〜7…市・県民税と所得税の申告はお早めに／18歳以下の子
ども1人につき10,000円を支給／パブリックコメント
P12…5月から広報かしわを全世帯にお届けします



2 広報 　　　　      No.1666　令和5年（2023年）2月1日

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 

特  集 柏で感じる江戸の趣　旧吉田家住宅

旧吉田家住宅の魅力園長が
教える

全長25メートル！　

巨大な長屋門
木のぬくもりあふれる

長屋門カフェ

　江戸時代に幕府から小金牧を管理する牧士（もくし）に任命され、「農家」にもかかわらず「武家」のように名字を
名乗ることや帯刀が許され、さらに「商家」としても活躍していた吉田家。その3つの顔の面影は建物にも残され
ています。ここでは、高い身分を有していた吉田家ならではの特徴や、住宅の見どころなどを紹介します。

  長屋門は江戸時代に大名や名字帯刀を許された豪農などが住む屋敷ならではの武
家屋敷門で、吉田家の建物で最も古い建物。市内でこれほど重厚な長屋門を見られ
るのはここだけです。春になると桜が満開となり、自然と歴史との調和が織りなす
美しさを堪能できます。

　当時、客間として使用されていた端正な造りの部屋は、武家屋敷の様式で
ある「書院造」が取り入れられています。他の部屋と比べて天井が高く開放
的に造られていて、細部にたくさんのこだわりが施されています。

　歴史を感じながら樹齢およそ450年の木で作ら
れたテーブルでひと息ついてみませんか。

武

商

農

樹齢数百年の門
もん

扉
ぴ

　　　　
　門扉に使用されている巨大なけやきの木の1枚板は、樹齢数百年の
大木からしか取れない貴重な名品です。木目の美しさや、けやきの匂い
などから歴史を感じてみてください。

書院の見どころ4選をチェック！

醤油煎餅を使った
オリジナルおしるこ

まさに武家の顔 ！　

こだわりあふれる書院

花
はな

組
くみ

子
こ

欄
らん

間
ま

表裏に描かれた「松」と「月」の水墨画
釘隠し「六

ろく

葉
よう

」 書院から見える
趣ある庭園

職人芸

　全てが手作業で釘
（くぎ）や接着材は一
切使われていません。
一つ一つ細部まで精
巧に削り出した部材
を組み合わせること
で生まれる美しい模
様は圧巻です。

　代々幕府に仕える絵師を務めた狩野家の最後の当主が描いた小
襖（こふすま）絵。襖は裏返して使用でき、普段は表面の「松」を、秋
限定で裏面の「月」を見ることができ、2種類の風情を感じられます。

　柱に埋め込ま
れた釘の頭部を
隠すための装飾。
６枚の葉をデザ
インしていて、葉
と葉の間にハー
ト形の隙間があ
るのも特徴です。旧吉田家住宅には4種類の
釘隠しがあるので、探してその違いを楽しん
でみてください。

　庭園に敷かれた飛び石は、進行方向に合わ
せて庭師が形にこだわり配置しています。江
戸城のやぐらに使われていたとされる「しゃ
ちほこ」や、東
日本大震災で
も倒れなかっ
た「七重の塔」
も見どころの
一つです。

風情

豪華 絶景

書院

3つの顔を
持つ

2月28日㈫まで

期間限定オープ
ン

推し
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特  集柏で感じる江戸の趣　旧吉田家住宅

大迫力の土間＆いろり

家の中に18畳の畳からなる「ミセ」

　夜間や雨の日に農作業の場として使用されていたことから、特に広く造られた
土間。主屋の玄関から土間に入ると、その広さや天井の造り、いろりの存在感に思
わず目を奪われます。

　穀物商・醤油醸造業で広く商売をしていた吉田家が、当時、事務所として客との交
渉の場に使用していたことから「ミセ」と呼ばれている部屋。帳簿などの事務作業を
行っていた「帳場座敷」が隣接していて、人の行き来が多いミセから区別された商家
ならではの貴重な空間です。

武

商

農

武

商

農

開園時間／午前9時30分～午後4時30分※月曜
休園、祝日の場合は翌日以降の平日休園

所在地／花野井974－1
入園料／210円※学生・障害者無
料など、割引制度あり

交▶柏駅西口から、市立柏高校・東
急柏ビレジ・柏たなか駅行きバ
スで「花野井神社」下車、徒歩5分

他無料の駐車場あり
問旧吉田家住宅歴史公園☎・ 7135－7007

　市内の飲食店や地元農家が集まる市場を3年ぶ
りに開催します。新鮮野菜・果物や米、手芸品など
複数の物販店が出店します。来場者を盛り上げる
ミニコンサートも開催しますので、歴史を感じな
がらゆっくりとお買い物をお楽しみください。
時 2月12日㈰午前10時～午後3時※荒天中止

時 2月25日㈯・26日㈰※いずれも午前10時～正
午・午後1時～3時

対各回先着5人
内縁起物としておせち料理などに欠かせない野菜
（クワイ）の型紙に色を付けて、壁飾りを作ります
費 1,000円
申 2月2日㈭午前9時30分から、旧吉田家住宅歴史
公園へファクスか電話で

問同公園☎・ 7135−7007

吹き抜けの天井
　食事の支度でも使われていた土間にはいろりが隣接していて、見上げると天井
は吹き抜けになっています。大きなかやぶき屋根を支えるため、梁（はり）に直径
50センチメートルを超える丸太が使用されていたり、内側をしっくいで塗り固めて
いたりと、吉田家ならではの工夫が表れています。

のぞき見
できない窓
　帳場座敷の窓ガラスは緑
色で、帳簿を外からのぞき見ら
れないような仕掛けになってい
ます。当時のマジックミラーを
試しにのぞいてみませんか。

薪（まき）をくべるのは
週に1度。

見られたらラッキー

3月3日（金）まで
ひな人形展
開催中！

施設情報

宮城県気仙沼市の
水産加工品等を販売

体が温まるフカヒレスープと
野菜スープを無料で提供

「人力車」の
無料フォトスポット

ミセ

天井

帳場座敷

▲ホームページは
こちら

　　　　　　　　100年続いた醤油醸造業
　吉田家が江戸後期に始めた醤
油醸造業は大正11（1922）年
に野田醤油（現キッコーマン）に経
営権を売却するまで、おおむね100
年続きました。当時、相撲番付に
似せて作られた関東地方の醤油
番付では、西前頭の筆頭に位置
し、業界上位の地位を有していたこ
とが分かります。

▲相撲番付を模した当時の醤油番付表
　（提供：野田市郷土博物館）

シェフ考案のオリジナルメニュー
「洋風角煮丼」を販売

100食限定

特別出店

各100食限定

推し

推し

2月12日㈰開催！

西で4番目

★



市の新しい取り組み
などをお知らせします
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市政情報

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

　住宅ローン控除の適用期間が延長されました。
対令和4年1月1日〜令和7年1月1日に入居したかた
※消費税率の引き上げに伴う需要平準化対策が終了した
ため、控除限度額を前年分の所得税の課税総所得金額
等の額の5パーセント（最高9.75万円）に引き下げ

　令和5年1月1日現在、市内在住で令和4年中の合計所得金額が次
の金額を超えるかたは、申告が必要です。
▶扶養する親族がいない場合＝415,000円
▶扶養する親族がいる場合＝315,000円×（扶養する親族の数＋1）＋
289,000円

　次のいずれかに該当するかたは、申告は不要です。
▶税務署で所得税の確定申告をする
▶給与収入だけで給与支払報告書が勤務先から市役所に提出され
ている※提出の有無は勤務先に確認を

▶公的年金の収入だけ（遺族年金や障害年金など、非課税の年金
を受給しているかたを含む）で控除の追加が不要

※市・県民税の証明書の交付や国民健康保険料等の算定をする際に申告が必要
となる場合があります
※公的年金の収入があるかたで、年金から差し引かれる社会保険料以外の保険料
控除を追加する場合や、年金支払機関（日本年金機構など）へ扶養親族等申告
書が未提出で、配偶者や扶養親族等の控除の追加が必要な場合は、市・県民税
の申告をしてください

　所得金額の合計額が所得控除の合計額を超えていて、次に該当するかたは、
申告が必要です。
▶営業・農業・不動産などの所得があるかた
▶会社員などで一定額以上の給与所得があるかた

1 郵送
　市・県民税の申告用紙は、昨年中に申告したかたなどへ1月下旬に発送しています。同封の手引
きを参照の上、3月15日㈬までに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（当日消印有効）してください。なお、申告書の控えが必要なかたは、事前に写しを取った上で
提出してください。また、市の収受印を押印した受付済証が必要なかたは、84円切手を貼った返
信用封筒を同封してください。

2 市が開設する申告書提出会場へ直接
　会場では、必要事項を記入した申告書の提出だけ受け付けています。

■柏市による市・県民税の申告書提出会場※土・日曜日、祝日を除く
と　き ところ 受付時間

2月16日㈭～3月15日㈬ 市役所本庁舎1階ロビー 午前9時～11時30分・
午後1時～4時3月6日㈪～15日㈬ 沼南庁舎1階ロビー

1 国税電子申告・納税システム（e－Tax）
　インターネットを利用して、申告・納税等ができる便利なシステムです。
還付金を速やかに受け取れるなどのメリットがあります。なお、申告には
電子証明書が必要です。
◎システムの使い方など、詳しくはe－Taxホームページやe－Tax・作成コーナ
ーヘルプデスク（☎️0570－01－5901）でご確認ください

2 郵送
　3月15日㈬までに、申告書に必要事項を書いて、〒277－8522　柏税務
署へ郵送（必着）してください。なお、収受印を押印した申告書の控えの
返送を希望されるかたは、84円切手を貼った返信用封筒を同封してくだ
さい。

3 柏税務署へ直接
時   2月1日㈬～ 3月15日㈬午前8時30分～午後4時※土・日曜日、祝日を除く。た
だし、2月19日㈰・26日㈰は受け付け

他   ▶駐車場は4月中旬まで使用不可▶各日午前8時30分から入場整理券を
配布。混雑状況により配布開始を早める場合あり▶柏税務署の正門の
横にある「時間外文書収受箱」に投かんして提出も可

◎アプリ「LINE（ライ
ン）」による事前予約
については、国税庁
のホームページでご確
認ください

●申告の方法

●申告の方法

●申告が必要なかた

●申告が必要なかた

●申告が不要なかた

市役所本庁舎・沼南庁舎・近隣センターで、確定申
告書用紙の配布は行いません。用紙が必要なかたは
柏税務署へお問い合わせください

▶ホームページ上の「住民税申告書作成コーナー」で
収入金額等を入力

▶所得等が自動計算され、申告書が完成　
▶印刷して、そのまま郵送等で提出
◎詳しくは市のホームページをご覧ください

市のホームページで
申告書を作成

市・県民税と所得税の申告はお早めに

確定申告書作成上の注意点
❶「配偶者や親族に関する事項」、「住民税に関する事項」の記入を（表1）
　該当する項目に必要事項の記入がないと、住民税の各種税額控除等が受けられない
場合があります。
◆合計所得金額が1,000万円を超えていて、同一生計配偶者がいる場合は、氏名・マイナ
ンバー等を記入してください。同一生計配偶者が障害者の場合は該当する区分に〇を
◆16歳未満（平成19年1月2日以降生まれ）の扶養親族の氏名・マイナンバー等※扶養人数
により住民税の非課税限度額に変更あり
◆希望の徴収方法を選択。この欄に記載がない場合、給与・公的年金等に係る所得以外
の所得に係る市・県民税についても、原則として給与からの特別徴収（給与から差し引き）
となります
◆ふるさと寄附金・災害義援金等がある場合は、寄付額の記入を。ワンストップ特例を申
請したかたも必ず記入を
◆特別徴収された特定配当等の額や特定株式等譲渡所得金額だけであり、その全てを住民
税において特別徴収で済ませる場合には「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申
告不要」欄に〇を

❷住宅ローン控除の適用を受けるかた
　所得税の額から控除しきれなかった住宅借入金等特別控除額について、翌年度（令和5
年度）の個人住民税額から控除しきれなかった金額を控除できる場合があります。

市・県民税の申告 ➡ 市役所へ 2月16日㈭から受付開始

所得税の確定申告 ➡ 税務署へ

▶ホームページ上の「確定申告等作成コーナー」で収
入金額等を入力

▶控除や税額が自動計算され、申告書が完成
▶印刷して、そのまま税務署へ提出
◎詳しくは国税庁のホームページをご覧ください

国税庁の
ホームページで
申告書を作成

令和5年度からの税制改正

住宅ローン控除の
適用期間の延長

民法改正による
未成年の非課税条件

■表1　確定申告書第二表下部分 希望の徴収方法を選択

ふるさと寄附金（特例控除対象）・災害
義援金等の寄付額を記入

申告不要を選択した場合、住民税では
配当等所得を除いて計算されます

N

■柏税務署案内図

岡田
  　病院

国道6号

髙
島
　
　
　屋

柏駅

東武アーバン
パークライン
東武アーバン
パークライン

JR常磐線

柏
一
小

至松戸 至我孫子

至野田

柏税務署

至松戸 至我孫子

（西口） ※柏駅西口から
　徒歩10分

（あけぼの2丁目1―30）

柏税務署案内図

　未成年者は前年の合計所得が135万円以下の場合、市・
県民税が非課税となります。
対課税年度の賦課期日（1月1日）時点において18歳未満

新型コロナウイルス感染症の拡大防止
のため、申告会場での市職員による申告

書の作成・相談は行いません。郵送による申
告書等の提出にご協力ください

▲市のホームペー
ジはこちら
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市政情報市の新しい取り組み
などをお知らせします

●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

　皆さんの令和4年中（令和4年1月1日～12月31日）の所得の状況について申
告していただくものです。申告期間は3月15日㈬までとなりますので、早め
の申告をお願いします。
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

申告する前に、必要書類等の確認を！
※証明書類等は令和 4年中のもの。①・②・⑥は原本

収入金額が分かるもの
①給与収入や公的年金などの源泉徴収票※この他に所得がある場合は、
支払調書などの収入金額を証明する書類

控除額が分かるもの
②保険料の控除証明書（国民年金保険料、生命保険料、地震保険料など）

③医療費控除・セルフメディケーション税制の明細書

④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などの支払
領収書など金額の分かるもの

⑤障害者手帳など（障害者控除を受けるかただけ）

⑥寄附金受領証明書か領収書

その他
⑦次のいずれか▶︎マイナンバーカード▶︎通知カード（記載事項に変更の
ないもの）と運転免許証などの身分証明書

✓

✓
✓
✓

✓

✓

✓

「市・県民税の申告」「所得税の確定申告」共通

　市役所ではお答えできません。柏税務署へご相談ください。

　厚生労働省から支給される国民年金、国民年金基金や企業年金などが該当
します。遺族年金や障害年金については、非課税のため該当しません。
具体例／国家・地方公務員等共済組合、公立・私立学校教職員共済組合、企業年
金連合会、厚生年金基金、国民年金基金、企業年金基金、外国で支払われる
年金

　公的年金等の収入が400万円以下で、それ以外の所得が20万円以下の場合
には確定申告は不要です（外国から支払われる年金を受給している場合は除
く）。ただし、所得税が源泉徴収されていれば、医療費控除等を申告すると還
付が受けられる場合があります。確定申告しない場合、市・県民税については、
年金支払機関から市へ提出された年金支払報告書の内容で課税します。控除
の追加が必要なかたや公的年金等以外の所得があるかたは、市・県民税の申告
が必要です。

　所得税は課税されませんが、市・県民税は課税されます。給与収入が103万
円以下の場合は夫の扶養の範囲内であるため、配偶者控除を受けることがで
きます。また、夫の合計所得金額が1,000万円以下で、妻の給与収入が103万
円超201.6万円未満の場合は、配偶者控除を受けることはできませんが、配偶
者特別控除を受けることができます。

妻の給与収入
妻自身の税金

夫の
配偶者控除

夫の配偶者
特別控除所得税

市・県民税
所得割 均等割

96万円5千円以下

かから
ない

かから
ない

かから
ない

受けられる96万5千円超
100万円以下

かかる

100万円超
103万円以下

かかる103万円超
201.6万円未満

かかる 受けられない
受けられる

201.6万円以上 受けられない

※今後、税制改正で変更される場合があります（令和4年12月31日現在の税制
によるものです）

よくある質問にお答えします

所得税の確定申告の方法について、市役所でも相談できますか？1Ｑ

申告における「公的年金等」とは、どのようなものが該当しますか？2Ｑ

公的年金だけの収入で生活しています。申告する必要はありますか？3Ｑ

私（妻）がパートタイムで働いた102万円の給与収入に税金はかかりますか？
また、夫の扶養に入れますか？4Ｑ

　新型コロナウイルス感染症や物価高騰の影響を受ける子育て世帯を支援
するため、18歳以下の子どもを養育する保護者のかたに、子育て世帯支援給
付金を支給します。
　受給するにあたり、申請が不要なかたには2月10日㈮に通知文を発送し、3
月6日㈪か7日㈫に給付金を支給します。支給対象者のうち、申請が必要なか
たには2月17日㈮に通知を発送しますので、期限までに申請してください。
支給対象者／次の条件を全て満たす保護者▶︎令和4年11月30日現在で柏市
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

給付額／子ども１人当たり10,000円
■申請が必要なかた
対次のいずれかに該当する世帯▶︎児童手当や児童扶養手当を受給しておら
ず、平成16年4月2日～令和5年4月1日に生まれた子がいる▶︎保護者が公
務員で、職場から児童手当を受給している※令和3年度に支給している子
育て世帯臨時特別給付金の支給を受けているかたは申請不要

申 3月31日㈮までに、申請書に必要事項を書き、必要書類を添
えて、同封の返信用封筒で郵送（必着）か市のホームページ
で※2月以降に出生した子については、5月31日㈬まで

他申請後、およそ1カ月後に支給
◎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

18歳以下の子ども1人につき10,000円を支給
問子育て世帯支援給付金コールセンター
☎7168－0586・ 7165－0081

▲市のホームペー
ジはこちら

　市では、次の計画案等について、パブリックコメント（意見公募手続き）によ
り市民の皆さんの意見を募集します。

内特定個人情報保護評価の再実施を行うもの
閲覧方法／2月1日㈬から、行政課（市役所本庁舎2階）、行政資料室（市役所本庁
舎1階）、行政資料コーナー（沼南庁舎1階）、近隣センター、柏駅前行政サービス
センター、富勢出張所、市のホームページで

提出方法／3月2日㈭までに、住所・氏名（ふりがな）・年齢・電話番号・評価書
案名・意見（様式は自由）を書いて、〒277－8505　柏市役所行政課へ郵送
（必着）・ファクス・直接持参するか市のホームページで
問行政課☎7167－1112・ 7166－6026

内市立柏病院の現地建て替えに向けて、医療機能や必要諸室などを定めた
計画を策定するもの

閲覧方法／2月17日㈮から、医療公社管理課（介護老人保健施設はみんぐ１階）、
行政資料室（市役所本庁舎１階）、行政資料コーナー（沼南庁舎１階）、近隣セン
ター、市のホームページで

提出方法／3月16日㈭までに、住所・氏名（ふりがな）・年齢・電話番号・計画案
名・意見（様式は自由）を書いて、〒277－0825布施1－3　柏市役所医療公
社管理課へ郵送（必着）・直接持参するか市のホームページで

問医療公社管理課☎7134－6795・ 7134－3838

内柏市が取り組むべき空き家等対策の方向性を示す計画を策定するもの
閲覧方法／2月1日㈬から、住宅政策課（市役所分庁舎2の1階）、行政資料室（市
役所本庁舎1階）、行政資料コーナー（沼南庁舎1階）、近隣センター、市のホーム
ページで

提出方法／3月2日㈭までに、住所・氏名（ふりがな）・年齢・計画案名・意見（様
式は自由）を書いて、〒277－8505　柏市役所住宅政策課へ郵送（必着）・
直接持参するか市のホームページで

問住宅政策課☎7167－1147・ 7167－7668

内ごみの処理や減量に関する取り組みの方向性を示す計画を策定するもの
閲覧方法／2月10日㈮から、廃棄物政策課（市役所本庁舎4階）、行政資料室（市
役所本庁舎1階）、行政資料コーナー（沼南庁舎1階）、近隣センター、柏駅前行
政サービスセンター、富勢出張所、市のホームページで

提出方法／3月13日㈪までに、住所・氏名（ふりがな）・年齢・電話番号・計画案
名・意見（様式は自由）を書いて、〒277－8505　柏市役所廃棄物政策課へ
郵送（必着）・ファクス・直接持参するか市のホームページで

問廃棄物政策課☎7167－1140・ 7163－3728

パブリックコメント
ご意見を
募集します

●特定個人情報保護評価書案（全項目評価）

●柏市立柏病院再整備基本計画（案）

●柏市空家等対策計画第2期（素案）

●柏市一般廃棄物処理基本計画(案)
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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

マイナポータルの利用で転出・転入手続きが便利に
問市民課☎7167－1128・ 7160－1036

　 2月6日㈪から、引っ越しをする際に市役所へ届け出る「転出届」や「窓口での転
入手続き日の予約」がマイナポータルでできる「引越しワンストップサービス」が
始まります。手続きを行うには、電子証明書が有効なマイナンバー
カードを用いて、マイナポータルにログインする必要があります。
対日本国内で引っ越しをするかた
他マイナポータルを利用した転入・転居手続きは、市民課（市役所本

庁舎1階）だけ受け付け。手続き予約日の開庁時間内にお越しく
ださい

柏市から市外へ引っ越しをするかた

　マイナポータルを利用して転出届を届け出る場合は、引っ越し予定日の30日前
から、引っ越し後10日以内に転出の手続きを行ってください。その場合は、柏市
役所窓口への来庁が原則不要となります。
他 本人のほか、本人を含む同一世帯のかた、本人以外の世帯員のかた（マイナン

バーカードをお持ちのかた）の引っ越し手続きでも利用可能
※マイナポータルを利用して転出届の届け出をした後は、別途、転入先市区町村の

窓口で転入届等の手続きが必要です

市外から柏市に引っ越してくるかた

　他市区町村からマイナポータルを利用して転出の手続きをしたかたは、柏市の
市民課窓口での転入手続き日を予約でき、窓口で記入する書類も簡略化されます。

柏市内で引っ越しをするかた

　マイナポータルを利用すると、柏市の市民課窓口での転居手続
き日を予約できます。
◎詳しくは市のホームページをご確認ください

▲マイナポータル
についてはこちら

▲市のホームペー
ジはこちら

体験農園・市民農園の利用者を募集
問農政課☎7167－1143・ 7162－0585

　家に野菜を育てるスペースがなくても、自宅近くの農園を借りて、気軽に野菜
作りを始めることができます。自分で育てた野菜を味わってみませんか。

農園名・所在地 募集区画数
（1区画面積）

利用料金
（年間） 申し込み・問い合わせ

▼体験農園（農機具・肥料等・栽培指導付き）
①ジョイ・ファーム岡田 

小青田3丁目7－3他
計25区画

程度
（30㎡）

各
45,000

円

環境コンビニステーション
☎・FAX 7126－0785（午前10時～午後5
時。火・水曜日は休み）

②四季彩菜クラブ高妻 
小青田2丁目8－8

③体験農園・宝珠 
大室2丁目5－4

④さくらファーム 
正連寺386

10区画程度
（20㎡）

39,000
円

さくらファーム（高柳）
cherryblossomsfarm@gmail.com

☎7134－8550・FAX 7132－6456

⑤わしのや農園 
鷲野谷364－1

10区画程度
（30㎡）

45,000
円

わしのや遊休農地（山崎）
yamazakiseeds79@outlook.jp

☎090－8046－8876
⑥柏たなか農園・土の 

学校 
船戸1027

25区画
（30㎡）

49,500
円

柏たなか農園（松本）
kashiwatanaka.farm@gmail.com

☎080－6507－1631
⑦胤の家（いんのうち）

の野菜畑 
箕輪新田22

12区画
（30㎡）

40,000
円

胤の家農園（中台）
nre52264@nifty.com

☎080－6648－4457・FAX 7191－2625
▼市民農園（自由作付け）

⑧富勢地区ふるさと 
農園 
布施下127－1

80区画
（25～50㎡）

9,000～
16,500

円

野菜直売所トマトハウス（海老原）
〒277－0822布施下127－1
☎7134－9920（ 午前10時～午後3時。
月曜日は休み）

利用期間／3月～来年1月※各農園により異なります
申①～③＝2月8日㈬④＝2月28日㈫⑤＝2月25日㈯⑥＝2月26日㈰⑦＝2月27日

㈪⑧＝2月14日㈫までに、「農園利用希望」と明記し、郵便番号・住所・氏名（ふ
りがな）・年齢・電話番号と希望の農園名（①～③だけ）を書いて、各問い合わせ
先へ①～③＝ファクス④・⑦＝ファクスかメール⑤・⑥＝メール⑧＝往復はが
きによる郵送（当日消印有効）で※応募者多数の場合は抽選

◎詳しくは各農園にお問い合わせくだ
さい

　市の「農」の魅力を発見する個人向けのバスツアーの参加者を募集してい
ます。農産物直売所や農家レストラン、収穫体験など、柏ならではの「農」
を丸1日楽しむことができるツアーに家族や友人と出掛けてみませんか。

■ツアー開催日程

1

北部コース
（布施・花野井・柏の葉）

グルメ 2月25日㈯、3月25日㈯

2 歴史 3月2日㈭・30日㈭

3 体験 3月3日㈮・10日㈮

4

南部コース
（手賀沼周辺）

グルメ 3月19日㈰・26日㈰

5 歴史 2月23日㈭、3月16日㈭

6 体験 3月18日㈯・29日㈬

※いずれも午前9時～午後4時30分ごろ。発着場所により集合・解散時間が
異なります

対各日20人（申し込みの代表者は市内在住・在勤・在学のかただけ）
費▶︎北部コース＝3,000～5,500円（昼食代を含む）
　▶︎南部コース＝1,500～3,500円（昼食代は実費）
　※2歳以下無料など、割引制度あり
他参加者には農産物直売所などで使える1，000円分のクーポン券をプレゼ

ント。モニターツアーのためアンケートにご協力いただきます
◎ツアー内容や申し込み方法など、詳しくは市のホームページをご覧くだ

さい

問柏GoTo農運営事務局☎7162－3315（月～金曜日）・  
☎080－6014－2495（土・日曜日、祝日）

 農政課☎7167－1143・ 7162－0585

▲市のホームペー
ジはこちら

あけぼの山農業公園の催し
問あけぼの山農業公園☎7133－8877・ 7132－5195　

　 春の息吹や自然を感じられるイベントを開催します。

①梅鑑賞会

②柏泉亭
色紙びなづくり

③柏ネイチャー
クラフト展

時 2月11日㈯～3月12日㈰午前10
時～午後4時※月曜日を除く

内 およそ100本の梅を見ながら、
おでんやおしるこなどを楽しめ
ます

時 2月11日㈯午前9時30分～11時・午前11時30分～午後1
時・午後1時30分～3時

定各先着10人※未就学児は保護者同伴
内 小さな色紙に紙粘土の人形や、ちりめん・色紙・ひもなど

を貼りつけて飾りを作ります
費 500円

時 2月11日㈯～19日㈰午前10時～午後4時※月曜日を除
く。最終日は午後3時まで

内展示のほか、土・日曜日にはクラフト体験コーナーあり

《共通》
所①・③＝あけぼの山農業公園②＝あけぼの山公園柏泉亭
申①・③＝当日、会場へ直接②＝2月2日㈭午前9時から、あけぼの山農業公園へ電

話か直接
◎費用など、詳しくは同公園のホームページを見るかお問い合わせください

第2弾
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市政情報市の新しい取り組み
などをお知らせします

●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

令和5年度の駐輪場の定期利用申請を受け付けます
問自転車対策室☎7167－1304・ 7163－3728

　令和5年度駐輪場定期利用の追加募集をしています。申請は、 
引き続き先着での受け付けとなります。また、申請内容に不備や
虚偽等がある場合は受け付けできません。
　前回の受け付けで満車となった駐輪場・車種については追加募
集を行いません。

柏駅周辺の指定駐輪場
問芝園開発コールセンター☎0120－021－005

◆柏駅周辺駐輪場
　柏駅東口第一・第二・第三・第四・第五・第六駐輪場、柏駅西口第一・第二・第四・第
五・ 第六・第七・第八駐輪場の定期利用申請は新規と更新で手続き方法が異なり
ます。
▶初めて利用するかた
　各代表駐輪場の窓口で、定期利用申請を行う。
申請受付期間／3月2日㈭～31日㈮
申請場所／▶柏駅東口＝東口第三駐輪場▶柏駅西口＝西口第一駐輪場
※年度途中でも空きのある駐輪場は受け付けが可能です。ただし、希望する駐輪

場が満車となった場合は、キャンセル待ちとなります
▶現在利用しているかた
　柏駅東口第三・西口第一駐輪場、柏駅東口ダブルデッキ上に設置してある定期更
新機に、定期カードをかざして入金手続きを行う。
申請受付期間／2月1日㈬～3月31日㈮
《共通》
申込受付時間／午前6時30分～午後7時30分
利用料金の納付方法／定期カードを持って、定期更新機で納付し発行される定期利

用シールを受け取る※高校生以下・減免対象のかたは、身分証明書を持って代表駐
輪場で手続きを

北柏駅南口・南柏駅東口の指定駐輪場
問日本コンピュータ・ダイナミクス☎0120－3566－21

◆北柏駅南口第三駐輪場	
　定期利用申請は新規・更新を問わず先着順です。整理券を受け取り、申請してく
ださい。定員を上回った場合はキャンセル待ちとなります。
整理券配布開始日時／3月1日㈬午前8時※定員に達した時点で配布終了
申請受付期間／3月15日㈬～31日㈮
整理券配布・申請受付場所／北柏駅南口第一駐輪場（代表駐輪場）

◆その他の駐輪場	  
　南柏駅東口第一（代表駐輪場）・第二駐輪場、北柏駅南口第一・第二駐輪場は、3・6・
12カ月単位で定期利用申請を受け付けているため、空きがあれば随時、新規・更新
受け付けが可能です。
▶初めて利用するかた
　毎月20日(3月は15日) ～31日の間に各駅の代表駐輪場の窓口で、次月からの定
期利用申請を行う。
▶現在利用しているかた
　更新月（期限月）の20日(3月は15日) ～31日の間に、各駅の代表駐輪場の定期更
新機に定期カードを入れて入金手続きを行う。
《共通》
申請受付時間／午前6時～午後8時※土・日曜日、祝日は午前8時～午後6時

　駐輪場により、申請方法・期間等が異なります。また、市役所では手続きを行う
ことができませんのでご注意ください。詳しくは各管理事業者にお問い合わせく
ださい。

柏市管理の市営駐輪場を利用するかた

指定管理者駐輪場を利用するかた

市有施設における空間放射線量測定の結果について
　現在、市内の空間放射線量は国の基準値（毎時0.23マイクロシーベルト）を大きく下回る数値で安定しているこ
とから、令和4年度より、各地域から市有施設を選定し、国が示す放射性物質がたまりやすいとされる場所を中心
に測定を行っています。このたび、今年度分の測定結果がまとまりましたのでお知らせします。
◎詳しくは市のホームページをご覧ください

子どもと
未来の柏
のために NO.113

「放射線対策ニュース」は偶数月1日号に掲載します
問環境政策課☎7168－1037・ 7163－3728

■表記の説明　
ゲ＝�ゲルマニウム半導体検出器
検�出下限値＝使用する検査機器で検出できる最小値のこと

品目・検査方法など、詳しくは市のホームページをご覧く
ださい

放射性物質の検査結果
11月8日〜 1月9日検査分

 ■市内の農産物　問  農政課☎7167－1143

ゲ［中央]キウイ、カブ［南部]カブ
［手賀沼周辺]ダイコン、ネギ
［北部]ホウレンソウ

検出下限値未満

■市有施設の平均値

施設名
測定結果（平均値）※1

地表5cm
（柏市独自基準）

地表50cmか100cm
（国基準）※2

1 市立保育園・キッズルーム（9園） 0.07 0.06
2 市立小学校（22校） 0.08 0.07
3 公園（12施設） 0.07 0.06
4 スポーツ施設（7施設） 0.10 0.08
5 市立中学校（2校） 0.10 0.08
6 その他市有施設（8施設） 0.09 0.07

※1　測定機器はシンチ
レーションサーベイ
メータ TCS－172B
を使用

※2　小学生以下の子ども
の 利 用 頻 度 が 高 い
と 考 え ら れ る 施 設

（ １ ～ ４）は、 地 表
50cmで測定

▲市のホームペー
ジはこちら

国立がん研究センター柏キャンパス
30周年記念シンポジウム

問国立がん研究センター東病院☎7133－1111
経営戦略課☎7167－1117・ 7167－2266

　国立がん研究センターの開院30周年を記念して、「これまでとこれからのがん
医療」をテーマにした市民向け公開講座をオンラインで行います。さまざまな著名
人と医師の対談を聞いて、健康について考えてみませんか。
時 2月11日㈯午後1時～4時
開催方法／オンライン
対どなたでも
費無料
申国立がん研究センター東病院のホームページで

申請期限／▶郵送＝2月8日㈬▶市のホームページ＝2月17日㈮午後5時
申請方法／▶クレジットカード決済＝市のホームページで▶コンビニエンスストア
専用納付書払い・減額免除＝各駐輪場で配布する申請書に必要事項を書き、必要書類
を添えて、〒277－8505　柏市役所自転車対策室へ郵送（必着）か市のホームページで
◎減額免除の対象者など、詳しくは市のホームページをご確認ください



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 
●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

保健所保健予防課☎7167－1254

こころの
健康相談 予

16日㈭・21日㈫・27日㈪・28日㈫
午後2時〜4時、ウ柏。心の病など
で悩んでいるかた、家族。精神科医
による相談

アルコール等
悩みごと相談予

14日㈫午後2時〜4時、ウ柏。本人・
家族

アルコール
家族教室

20日㈪午後1時30分〜3時30分、中
央保健センター。家族のかただけ

医療安全支援センター（保健所総務企画課内）☎7167－1775
医療安全相談 ㈪〜㈮午前9時〜正午・午後1時〜3時

保健所健康増進課☎7167－1256
かしわ歯科
相談室

16日㈭午後1時30分〜3時、ウ柏。歯科医師による
相談。当日、会場へ直接

保健所衛生検査課☎7167－1268
飲用井戸の
水質検査予

7日㈫・21日㈫午前9時〜11時、ウ柏。検査は有料

予＝予約制　　ウ柏＝ウェルネス柏
2月

夜間・休日に
急病に
なったら

▶夜間…内科・小児科☎7163－0119※音声案内
▶ 日曜日・祝日…歯科☎7164－8114（午前9時45分～正午）

歯科以外☎7163－0119※音声案内 
ガイド・こども健康ガイド健 康

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

防災行政無線の試験放送
　2月15日㈬午前11時ごろ、試験放送
を行います。市内190カ所の防災行政無
線から、一斉に放送が流れます。
放送内容／チャイム→「これはJアラー
トのテストです（ 3回）」→「こちらは防
災かしわです」→チャイム
他 ▶災害の発生や気象状況等により中
止する場合あり▶近隣市でも同時に行う
場合あり
問 防災安全課☎7167－1115

キャッシュレス決済が使える 
窓口が拡大

　2月下旬から順次、証明書交付手数料
や施設使用料の支払いにキャッシュレス
決済が使えるようになります。
所 市民課（市役所本庁舎1階）、市民税
課（市役所本庁舎2階）、出張所、近隣セ
ンター、柏駅前行政サービスセンター、
柏の葉サービスコーナー、ラコルタ柏（教
育福祉会館）
利用可能なキャッシュレス決済／クレ
ジットカード（VISA・Master）、各種電
子マネー、二次元コード
◎詳しくは市のホームページで
問 DX推進課☎7167－1118

生ごみ処理容器などの 
購入費を補助

　生ごみ処理容器等（コンポスト・EM容
器・機械式）を購入したかたに対し、購
入費の一部を補助します。
対 次のいずれかに該当するかた▶市内

在住で市税を滞納していない▶集会施設
を持つ町会・自治会代表
■補助内容
容器等の種類 補助金額 補助基準
コンポスト
・EM容器

本体購入価格
の2分の1

1年度につき
2基まで

機械式 本体購入価格
の3分の1

5年ごとに
1基まで

補助金額／上限10,000円
申請期間／購入後1年以内
◎詳しくは市のホームページを見るか問
い合わせを
問 廃棄物政策課☎7167－1140

柏市地域活動支援補助金（ +10 ） 
の選考会を公開

時 2月2日㈭午前10時〜午後3時10分
所 第1委員会室（市役所本庁舎5階）
対 地域活動に関心があるかた、先着10人
内 同補助金に応募した団体によるプレ
ゼンテーション
申 当日、会場へ直接
問 市民活動支援課☎7167－1126

おしゃべり広場に集まろう
時 2月15日㈬午前10時〜正午
所 ラコルタ柏（教育福祉会館）
対 市内在住のかた、10人
内 地域で支え合えるよう、会話をしな
がら知り合いを増やします
申 2月9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

はかり（質量計）の事前調査
　来年度の検査に向けて、取引・証明用
に計量器を使っている事業者へ、市指定
の調査機関が事前調査をします。
調査期間╱3月中旬まで※事前に指定調
査機関が訪問日時を通知
対 常磐線以南の区域で250キログラム
以下の質量計・分銅・おもり
調査機関╱中山計量事務所柏計量検査セ
ンター
問 消費生活センター☎7163－5853

公共職業訓練受講生を募集
　再就職や転職を目指すかたを対象に、
3つの職業訓練の受講生を募集します。
訓練期間／4月4日㈫〜10月30日㈪
所 ポリテクセンター千葉（千葉市）
申込期限／2月17日㈮
他 テキスト・作業服代は実費
◎申し込み方法など、詳しくはハロー
ワーク松戸へ問い合わせを
問 ハローワーク松戸☎047－367－8609 

・商工振興課☎7167－1141

講 座 ・ 講 演

市民みんなで環境について語る
公開勉強会

時 2月4日㈯午後1時30分〜2時30分
対 インターネットの通信環境があり、
web会議アプリ「Zoom（ズーム）」が使
えるかた、先着10人
内 小学校での小麦栽培の体験学習につ

いて紹介し、私たちができることを考え
ます
申 2月2日㈭午後2時から、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 info@kankyostation.org
か電話で
問 かしわ環境ステーション☎7170－
7090（午後1時〜5時）・環境政策課☎
7167－1695

市民活動講座「手賀沼エリアの 
まちづくりを考える」

時 2月25日㈯午後2時〜4時
所 パレット柏
対 市内在住・在勤・在学のかた、先着20人
内 同エリアのまちづくりに市民の力を
どう生かすか、意見交換します
申 2月2日㈭午前10時から、紙面右上の
必要事項を書いて、市民活動サポート
コーナーへ sksc@city.kashiwa.chi 
ba.jpか電話で
問 同コーナー☎7163－1143

ボランティア入門講座
時 3月3日㈮午前10時〜正午
所 ラコルタ柏（教育福祉会館）
対 市内在住・在勤でボランティア活動に
興味があるかた、20人
内 ボランティアの心構えや活動紹介、車
いす体験など
申 2月24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ボラ
ンティアセンターへ FAX 7165－1355・

volunteer@kashiwa-shakyo.or. 
jpするか電話で※応募者多数の場合は
抽選
問 ボランティアセンター☎7165－0880

お 知 ら せ

市等官公庁からの
お知らせです
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昭和23年3月2日〜
  昭和23年4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

﹀2月17日㈮に発送予定です
昭和28年2月2日〜

昭和28年3月1日生まれの
柏市国民健康保険利用のかたへ
3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

﹀2月16日㈭に発送予定です
問保険年金課☎7191－2594

昭和33年3月2日〜
昭和33年4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

﹀2月27日㈪に発送予定です
問高齢者支援課☎7167－1022

■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

柏市社会教育委員
会議

2月7日 ㈫ 午 前10
時〜正午 沼南庁舎5階501会議室 各

先着
3人

生涯学習課
☎7191－7393

柏市産業振興会議 2月14日㈫ 午 後2
時〜4時

市役所分庁舎2の2階第
1・2会議室

商工振興課
☎7167－1141

柏市文化振興審議
会

2月15日 ㈬ 午 後3
時〜5時

ラコルタ柏（教育福祉会
館）4階集会室1・2・3

各
先着
5人

文化課
☎7191－7403

柏市健康福祉審議
会障害者健康福祉
専門分科会

2月16日㈭午前10
時〜正午

ラコルタ柏（教育福祉会
館）1階障害者活動セン
ター

障害福祉課
☎7167－1136

柏市都市計画審議
会

2月16日 ㈭ 午 後3
時30分〜5時30分 市役所本庁舎5階第5・6

委員会室

都市計画課
☎7167－1144

柏市環境審議会 2月17日 ㈮ 午 後2
時30分〜4時

環境政策課
☎7167－1695

柏市児童健康福祉
専門分科会

2月17日 ㈮ 午 後2
時〜4時 いきいきプラザ2階研修

室
こども政策課
☎7170－2692柏市子ども・子育

て会議
2月20日㈪ 午 後2
時〜4時

柏市公民館運営審
議会

2月21日 ㈫ 午 後1
時30分〜3時

ラコルタ柏（教育福祉会
館）4階集会室1・2・3

先着
3人

中央公民館
☎7164－1811

柏市自転車等駐車
対策協議会

2月27日 ㈪ 午 後1
時30分〜3時30分

市役所分庁舎2の2階第
1・2会議室

先着
5人

自転車対策室
☎7167－1304

※新型コロナウイルス感染症の影響で、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

保健所地域保健課☎7167－1257
ママパパ
サロン 予

17日㈮午前9時30分〜11時。初めての出産を迎
える夫婦。オンラインによる講義や交流。市のホ
ームページで予約を

新生児
訪問

生後2カ月以下の乳児がいる家庭に助産師や保健
師が訪問し、赤ちゃんの成長の確認、育児に関す
る相談等を行います※生後7日以内に、母子健康
手帳別冊にある出生連絡票を郵送してください

対象者には通知を順次送付　
▶1歳6カ月児健診 ▶フッ化物歯面塗布 ▶3歳児健診

　同制度のマスコットキャラクター
「ニワやん」と、新たに仲間に加わっ
た「 イエやん 」の40個のスタンプ
ポーズを楽しめます。
他 スタンプの売り上げは、同制度

の普及、啓発等に充てられます
問 柏市みどりの基金☎7160－3120 

・住環境再生課☎7167－2528

カシニワ制度
マスコットキャラクター

LINEスタンプ登場

▲「ニワやん」

新キャラクター▶
「イエやん」　

▲購入はこちら



女性のこころと
生き方相談

毎週㈭と第1・3㈫、第2・4㈪午前10時～
午後4時※第2㈭は午後2時～8時
男女共同参画センター（パレット柏）
☎7167－1127

交通事故巡回相
談（示談や損害賠
償の方法等）

3月1日㈬午前10時～正午・午後1時～3時
来月分を2月27日㈪まで※調停中・

裁判中のものは不可
防災安全課☎7167－1115

こころの悩み
無料相談

（電話・面接）

▶電話相談＝㈪・㈮午後1時～5時
日本産業カウンセラー協会東関東支部（柏
2丁目）☎7163－7830
▶面接＝㈪～㈮午前10時～午後5時
同支部☎7168－7163（予約）

老いじたくあんし
ん相談（ 高齢者
のライフプラン・
遺言・相続等）

▶第2・4㈮午前9時～正午=市役所相談室
▶第3㈮午前9時～正午=沼南庁舎相談室
� 当月分を2月2日㈭午前9時から
老いじたくあんしんねっと☎7169－4165

母子・父子自立
支援相談

㈪～㈮午前9時～午後4時
こども福祉課母子・父子自立支援員
☎7167－1455

不登校・学校教育 
・幼児教育相談
（電話・面接）

㈪～㈮午前9時15分～午後3時45分
教育支援室▶電話相談＝☎7131－6615
▶面接＝☎7131－6671（予約）

就学相談 ㈪～㈮午前9時～午後4時＝ウェルネス柏
児童生徒課☎7128－2227

ニート・ひきこもり
の若者、就職氷
河期世代のため
の就労相談

㈪～㈮午前9時30分～午後5時
かしわ地域若者サポートステーション
☎7100－1940

予約が不要な相談
行政相談（ 国な
どへの意見・要
望）

▶第1・2㈬午前10時～正午＝市役所相談室
▶第3㈪午前10時～正午＝沼南庁舎相談室
広報広聴課☎7167－1119

人権身の上相談 電話相談＝第1・3㈫午前10時～午後3時
広報広聴課☎7167－1119

予約が必要な相談

法律相談

▶㈪・㈬・㈭午前9時30分～午後3時30分＝
市役所相談室※第1㈬＝沼南庁舎相談室。2月
13日㈪はお休み▶〈夜間〉第2㈬午後6時15分
～8時40分＝アミュゼ柏
� 翌週分を㈭午前9時から。2月27日㈪と3
月第1週分は2月22日㈬から※裁判・調停中のも
のは不可
広報広聴課☎7167－1119

外国人のための
無料法律相談

第4㈬午後1時～5時
国際交流センター（パレット柏）☎7157－0281

税理士による税務
相談

▶第2㈮午後1時～5時＝市役所相談室▶第3㈮�
・3月3日㈮午後1時～5時＝沼南庁舎相談室

当月分と3月3日分を2月2日㈭午前9時から
広報広聴課☎7167－1119

登記相談（土地家
屋調査士による土
地建物登記・測量・
境界を含む）

第2㈫午前10時～正午＝市役所相談室
当月分を2月2日㈭から

千葉司法書士会柏支部☎070－3873－
5237※受付時間は㈪～㈮午後1時～4時

司法書士による相
談（相続登記・会
社登記、成年後見、
遺言・生前贈与等）

▶第2㈫午後1時～3時＝市役所相談室▶第3㈫
午前10時～午後3時＝沼南庁舎相談室

当月分を2月2日㈭から
千葉司法書士会柏支部☎070－3873－5237
※受付時間は㈪～㈮午後1時～4時

社会保険労務士
による相談（年金・
労働問題、社会保
険、成年後見等）

第4㈮午後1時～5時＝市役所相談室
当月分を2月2日㈭から

千葉県社会保険労務士会東葛支部☎7136－
2560※受付時間は㈪～㈮午前9時～午後4時

行政書士の暮ら
しの手続き相談

（成年後見・相続 
・遺言等）

第4㈫午後1時～4時＝市役所相談室
当月分を2月2日㈭から

千葉県行政書士会東葛支部☎7197－4726※
受付時間は㈪～㈮午前9時30分～午後1時

弁護士による多重
債務・消費者問題
無料相談

2月15日㈬午後1時～4時＝消費生活センター
当月分を2月2日㈭午前9時から

消費生活センター☎7163－5853

不 動 産 相 談（ 売
買・賃貸借契約時
のトラブル）

第1㈮午前10時～午後3時＝市役所相談
室
広報広聴課☎7167－1119

消費生活相談
㈪～㈮午前9時～午後4時30分※第3㈯
は電話相談だけ受け付け
消費生活センター☎7164－4100

障害者差別に
関する相談

（電話・面接）

▶電話相談＝㈪～㈮午前9時～午後5時
▶面接＝毎週㈬午前9時～午後5時、ラコ
ルタ柏（教育福祉会館）
千葉県東葛飾障害者相談センター
☎7179－1088・FAX 7165－2423

高齢者の就労・
社会参加相談

㈪～㈮午前10時～午後4時
かしわ生涯現役窓口（パレット柏）
☎7157－0282

ひきこもり相談

㈪～㈮午前9時30分～午後4時30分※
第1㈮は午後1時～4時30分
千葉県ひきこもり地域支援センター
☎043－209－2223

家庭児童相談 ㈪～㈮午前8時30分～午後5時15分
こども支援室☎7167－1458

こども
「やまびこ電話 柏」

㈪～㈮午後1時～7時
少年補導センター☎7166－8181

少年相談 ㈪～㈮午前9時～午後5時
少年補導センター☎7164－7571

にこにこダイヤル
かしわ（妊娠・出産・
育児に関する相談）

㈪～㈮午前9時～正午・午後1時～5時
保健所地域保健課☎7162－2525

心配ごと相談

▶㈬＝いきいきプラザ☎7163－2734▶
㈭＝沼南社会福祉センター☎7193－
2942※いずれも午前10時～午後3時
柏市社会福祉協議会☎7163－1234

外国人のための
相談

英語＝㈭、中国語＝㈬・㈮、スペイン語＝㈪、
韓国語＝第2・4㈫※いずれも午後1時～5時
外国人相談窓口（市役所本庁舎3階）
☎7168－1033

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

じぶんらしく、働く！ 
わたしらしく、キャリアを考える

時3月2日㈭午前9時45分～11時30分
所アミュゼ柏
定先着20人
内子育てと仕事の両立に悩むかたや再
就職したい女性のキャリアを考えます
申 2月2日㈭午前9時から、紙面右上の
必要事項を書いて、男女共同参画セン
ターへ info-kysc@city.kashiwa.
chiba.jpか電話で
他保育あり（1歳以上、先着5人。要予約）
問男女共同参画センター☎7167－1127

成年後見人・市民後見人の 
活動について知ろう！

時 3月3日㈮午後2時～4時
所いきいきプラザ
対市内在住のかた、先着15人
内成年後見制度や、市民後見人の活動
について弁護士から説明を聞きます
申 2月2日㈭午前9時から、柏市社会福
祉協議会へ電話で
問柏市社会福祉協議会☎7163－7676

中央公民館のIT（パソコン）講座
①ライン基礎講座
時 3月7日㈫午前9時30分～11時30分
内アプリ「LINE（ライン）」の基礎を学び
ます
②マイクロソフトエッジ基礎講座
時 3月14日㈫午前9時30分～11時30分
内マイクロソフトエッジの基礎を学び
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、各20人
▶市内在住・在勤▶基本的なパソコン操
作ができる▶Gメールアドレスがあり、
これからLINEを始める（①だけ）

持USBメモリ、パソコン、筆記用具、スマー
トフォン（①だけ）
申 2月20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※応募は1講
座につき1人1通。応募者多数の場合は
抽選。今年度、各講座を初めて受講する
かたを優先
問中央公民館☎7164－1811

講演会「いのちみつめて 
〜自死遺族に向き合って〜」

時 3月11日㈯午後1時30分～3時30分
所アミュゼ柏
定先着70人
申 2月2日㈭午前9時から、紙面右上の
必要事項を書いて、千葉いのちの電話へ
FAX043－227－6911か電話で
問 千葉いのちの電話☎043－222－
4416・福祉総務課☎7167－1131

老後の安心講座「終活のすすめ」
時 3月19日㈰午前10時～午後5時、3月
25日㈯午前9時30分～11時30分（計2回）
所パレット柏
定先着25人
内相続・遺言、成年後見などの基礎知識
について学びます

費 1,000円
申 2月2日㈭午前9時から、はがきに紙
面右上の必要事項を書いて、〒277－
0835松ケ崎1204－56　東葛市民後見
人の会柏支部へ郵送・ tsk02kashi�
wa@jcom.zaq.ne.jpするか電話で
問 同会柏支部（澤村）☎070－3538－
2859・地域包括支援課☎7167－2318

催 　 し

カシニワ・ウォーク「河津桜の 
新しい見どころを求めて」

時 3月3日㈮午前9時～午後2時30分※
荒天中止
集合・解散／増尾駅
対 8キロメートル程度の道のりを歩ける
かた、15人
内増尾地域のカシニワ登録地や名所を、
ガイドを聞きながら歩いて巡ります
費 500円
持歩きやすい服装、飲み物、弁当
申 2月13日㈪までに、紙面右上の必要
事項と参加者全員の氏名（ふりがな）を
書いて、〒277－0001呼塚新田204－
2　柏市みどりの基金へ郵送（必着）・FAX
7160－3121・ midori-k@fancy.
ocn.ne.jpするか同基金のホームペー
ジで※応募者多数の場合は抽選。結果は
2月22日㈬までに通知
問柏市みどりの基金☎7160－3120

食の商談会
　食に関する事業所が出展し、商談の場
を提供。新たな取引先と出会い、新規メ
ニューの開拓などにお役立てください。
時 2月21日㈫午前9時～正午
所公設総合地方卸売市場
対飲食店・弁当店・スーパー仕入担当者
など、食の仕入れに関する業者のかた
◎申し込み方法など、詳しくは柏商工会
議所のホームページで
問柏商工会議所☎7162－3315・公設
市場☎7131－2620

求 　 人

こどもルームの指導員 
（会計年度任用職員）

職種・人数／①支援員=20人②補助員
=40人③サポート指導員=5人
対①=放課後児童支援員認定資格研修を
修了したかた②・③=資格・経験不問
勤務場所／市内のこどもルーム
勤務内容／①・②=遊びの見守り・おや
つの提供など小学生の保育全般③=保育
の補助
勤務時間／月～金曜日午後1時～7時、
土曜日午前8時～午後6時30分（長期休
暇中は月～金曜日午前7時～午後7時、
土曜日午前7時～午後6時30分）のうち
①=1日6時間で週5日か6日②・③=1日
5.5時間で週5日（②だけ）か3日程度※
いずれも祝日、年末年始を除く。採用日
は応相談
賃金（時給）／①=1,380円②=1,070円
③=1,020円から※いずれも賞与・交通
費は別途支給
◎申し込み方法や選考方法など、詳しく
は市のホームページを見るか問い合わせを
問学童保育課☎7167－1294
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かわら版は次の面に続きます

●祝・休日、年末年始は休み。新型コロナウイルス感染対策のため、変更となる場合があるので事前にご確認を

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

おたのしみ劇場 2月22日㈬午前10時～
10時30分

乳幼児と保護
者、先着8組

午後のクラシックコンサート�
「冬のリラックス・ヒーリングギター」

2月23日㈭午後1時30分
～2時15分 先着60人

申 2月2日㈭午前9時から、パレット柏へ電話で



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

障害認定調査員、ケースワーカー
（会計年度任用職員）

①障害認定調査員
対次の条件を全て満たすかた、1人程度
▶社会福祉士か看護師等の資格がある
▶自動車の運転免許がある▶パソコン
で文章作成ができる
勤務内容／障害認定調査・記録の作成、
障害支援区分等審査会の準備事務など
②ケースワーカー
対次の条件を全て満たすかた、1人程度
▶社会福祉士・精神保健福祉士・保健師
いずれかの資格がある▶自動車の運転
免許がある▶パソコンで文章作成がで
きる
勤務内容／障害福祉サービス等に関する
相談・事務など

《共通》
勤務場所／障害福祉課（市役所別館2階）
勤務時間／月〜金曜日午前8時30分〜
午後5時※勤務日数・時間は応相談
採用期間／4月1日〜来年3月31日
賃金（時給）／①＝1,550円②＝1,620
円※賞与・交通費は別途支給
申 2月17日㈮までに、障害福祉課へ電
話で
選考方法／書類と面接
◎詳しくは市のホームページで
問障害福祉課☎7167−1136

児童センターの職員 
（会計年度任用職員）

職種・人数／①児童厚生員＝13人②児
童センター補助員＝2人③事務補助員＝
1人④業務員＝1人
対①＝次のいずれかに該当するかた▶
保育士の資格がある▶幼稚園を含む教諭
の資格がある▶社会福祉士の資格がある
▶児童福祉施設の職員を養成する学校な
どを卒業している②＝子育て支援員研修
を修了（見込み）をしているかた③＝パ

ソコンの操作ができ、自動車の運転免許
があるかた④＝自動車の運転免許がある
かた
勤務場所／①・②＝市内の児童センター
③・④＝しこだ児童センター
勤務内容／①・②＝乳幼児や青少年・保
護者を対象とする児童館業務、地域ぐる
みの児童育成支援のためのコーディネー
ト業務など③＝備品や消耗品の管理、伝
票事務などのパソコン作業、施設の簡単
な修繕など④＝児童センターの環境整備
や修繕、清掃など
勤務時間／①・②＝週2〜5日で午前9時
〜午後5時※土・日曜日、祝日を含む。勤
務日数は応相談③＝週3日で午前9時〜
午後5時④＝週2日で午前9時〜午後3時
採用日／4月1日
賃金（時給）／①＝1,210円②＝1,070円
③＝1,020円④＝1,050円※いずれも賞
与・交通費は別途支給。社会保険・雇用
保険の加入あり（①だけ）
申 2月14日㈫までに、しこだ児童セン
ターで配布する応募用紙に必要事項を書
いて、〒277−0862篠籠田609−5　し
こだ児童センターへ郵送（必着）か直接
持参を※応募用紙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
◎勤務内容など、詳しくは市のホーム
ページを見るか問い合わせを
問しこだ児童センター☎7145−2522

看護師 
（会計年度任用職員）

対次の条件を全て満たすかた、1人程度
▶看護師の資格がある▶自動車の運転免
許がある▶パソコンの基本操作ができる
勤務場所／学童保育課（市役所別館3階）
勤務内容／市内のこどもルームに在籍し
ている児童の健康管理、けがの応急手当
て、医療的ケアなど
勤務時間／月〜金曜日午前10時〜午後
5時のうち1日6時間か午後1時〜7時※
祝日、年末年始を除く。勤務時間は応相
談

採用日／4月1日
賃金（時給）／1,550円※賞与・交通費は
別途支給
◎申し込み方法など、詳しくは市のホー
ムページを見るか問い合わせを
問学童保育課☎7167−1294

健 　 康

みんなで楽しむ 
ニュースポーツまつり

時 2月19日㈰午前9時30分〜11時30分
所中央体育館
対市内在住・在勤・在学のかた※小学3
年生以下は保護者同伴
内ボッチャ、インドアモルック、ペガー
ボールなどのニュースポーツを楽しみま
す
持運動ができる服装・室内履き、タオル、
飲み物
申当日午前9時から、会場へ直接
問スポーツ課☎7167−1133

かしわ元気塾「迷わず119番！ 
もしもの時の救急搬送」

時 3月12日㈰午後2時〜3時
所柏地域医療連携センター
定 45人
内医師による緊急時の症状に関する講
演、柏市消防局による救急要請時の対応
についての講演
申 2月17日㈮までに、はがきに紙面右
上の必要事項とメールアドレス（あるか
ただけ）を参加者全員分書いて、〒277
−0845豊四季台1丁目1−118　柏市
役所地域医療推進課へ郵送（必着）・
info-chkry@city.kashiwa.chiba.jp
するか直接※応募者多数の場合は抽選
他 3月下旬から、市のホームページでオ
ンライン配信あり
◎視聴方法など、詳しくは市のホーム
ページで
問地域医療推進課☎7197−1510

介護予防講座「ロコモ体操」
時 2月17日㈮午前10時〜11時
対市内在住のかた、先着30人
内自立した日常生活を送れるよう、ロコ
モ予防に効果的な体操や脳トレをします
持飲み物、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 2月2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

スポーツ推進委員 
東部・南部支部の催し

東部支部①スポーツ教室②・③ファミ
リースポーツの日
時①＝2月12日㈰②・③＝2月26日㈰※
いずれも午前9時〜11時30分
所①＝柏第三小学校②・③＝柏第八小学
校
対市内在住で①・②＝小学生以上のかた
（小学3年生以下は保護者同伴）③＝60
歳以上の経験者、24人
内①・②＝ボッチャ・ラダーゲッターな
どのニュースポーツ③＝グラウンドゴル
フ※雨天中止
④南部支部「春のニュースポーツデイ」
時 2月26日㈰午前9時〜11時40分
所土小学校体育館・運動場
対市内在住・在勤・在学で小学生以上の
かた、先着30人※小学校1〜3年生は保
護者同伴
内いろいろな種類のニュースポーツを
体験します

《共通》
持運動ができる服装・室内履き（①・④だ
け）・靴（②〜④だけ）、タオル、飲み物、
用具一式（③だけ）
申当日、会場へ直接
問①〜③＝東部支部（桜井）☎7163−
3798（午後6時以降）④＝南部支部（木
村）☎090−2545−0959、スポーツ
課☎7167−1133

求　人（続き）
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　流通経済大学付属柏高等学校ラグビー部が全国

高等学校ラグビーフットボール大会県予選を圧倒

的な力を見せて突破し、ラグビーの聖地・花園で

全国大会ベスト16という成績を収めました。

＠花園ラグビー場（大阪府）

　日本体育大学柏高等学校サッカー部が全国高校サッカー選手権大会で初出場ながら準々決勝まで勝ち進む活躍を見せました。

＠浦和駒場スタジアム（埼玉県）

　新春恒例となる初競りが公設市場で行われまし

た。威勢の良い掛け声とともに、市場の活気とに

ぎわいが感じられる新年の幕開けとなりました。

＠公設総合地方卸売市場

問広報広聴課
☎7167−1175・FAX 7166−8289

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

健康維持・増進講座 
「理学療法士による講話と実技」
時 内 ▶2月14日㈫午前10時30分〜11
時30分＝健康な体づくり・けがをしな
いための生活習慣の実践法の基礎▶2月
15日㈬午前10時30分〜11時30分＝認
知症予防と認知症のかたへの接し方の基
礎▶2月16日㈭午後1時〜2時＝負担に
感じない介護・介助方法の実技
対 市内在住のかた、各先着20人
費 各100円
持 運動ができる服装、タオル、飲み物、
かしわフレイル予防ポイントカード（あ
るかただけ）
申 2月2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

シニア

健康維持・増進講座 
「インナーマッスルの鍛えかた」
時 2月9日㈭午後1時15分〜2時

対 市内在住で60歳以上のかた、先着15
人
内 健康維持に大切な体幹を鍛えるため
の筋肉トレーニングの方法を体験します
持 運動ができる服装、タオル、飲み物、
かしわフレイル予防ポイントカード（あ
るかただけ）
申 2月2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

柏市シルバー人材センター 
入会相談会

時 2月13日㈪午後1時〜4時
所 パレット柏
対 市内在住で60歳以上のかた
内 入会方法と就労事例を紹介します
申 当日、会場へ直接
問 柏市シルバー人材センター☎7166－
6681・商工振興課☎7167－1141

講座「もっと成年後見制度を 
知ろう！」

時 2月17日㈮午後3時〜4時
所 ほのぼのプラザますお
対 市内在住で65歳以上のかた、15人
内 成年後見制度を検討すべきタイミン
グ等について、具体例を交えた分かりや
すい説明で学びます
申 2月16日㈭までに、柏南部第2地域包
括支援センターへ電話で※応募者多数の
場合は抽選
問 同支援センター☎7170－9300・地
域包括支援課☎7167－2318

生活情報講座 
「悪質商法と対処法」

時 2月22日㈬午後1時30分〜2時30分
対 市内在住で60歳以上のかた、先着15
人
内 悪質商法の現状・事例・対処法などを

講話やボランティア団体による寸劇で学
びます
持 かしわフレイル予防ポイントカード

（あるかただけ）
申 2月2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

千葉県生涯大学校の入学生 
（第2次）を募集

対 県内在住の60歳以上で、社会参加の
意欲があるかた
募集期間／2月10日㈮〜28日㈫
願書の配布／高齢者支援課（市役所別館
2階）、沼南支所（沼南庁舎1階）、ほの
ぼのプラザますお、いきいきプラザ、各
老人福祉センター、出張所、アミュゼ柏、
生涯大学校各学園※県のホームページか
らダウンロード可。郵送希望者は千葉県
生涯大学校事務局へ問い合わせを
問 同事務局☎043－266－4705・高齢
者支援課☎7168－1996

キッズ

ラコルタ柏の催し
①パパと一緒に体を使って遊ぼう
時 2月18日㈯午前10時〜11時30分
対 3歳〜小学校3年生の子どもと父親、
15組
内 子どもと遊びながらパパの運動不足
も解消します

持 運動ができる服装
②親子で楽しむひな祭り生け花体験
時 2月26日㈰午後1時30分〜3時
対 3〜8歳の子どもと保護者、10組
内 規格外の花をアレンジしながらSDGs

（エスディージーズ）と日本文化を学び
ます
費 1,000円
持 ハンドタオル、花を持ち帰る袋

《共通》
所 ラコルタ柏（教育福祉会館）
申 ①＝2月12日㈰②＝2月14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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■市民大学講座「 まなびや 」
時 2/14の10時〜12時 所 パレ
ット柏 内「遣唐使・阿倍仲麻呂」 
費 500円 問 神谷☎7151－5874
■スポーツウエルネス吹矢体
験会
時 所 2/9・23＝根戸近セ、2/16 

・22＝富里近セ※いずれも9時〜
12時 費 無料 申 要予約 問 矢方

（やかた）☎7134－7114
■講演会「量子コンピュータ、
実現への壁」
時 2/19の14時30分〜16時 所 柏
の葉キャンパス駅前サテライト

（若柴） 費 無料 申 要予約 問 餅
田☎080－4940－9626
■レイナホク・ハワイアンフェ
スタ
時 2/19の9時45分〜16時30分 
所 アミュゼ柏 費 無料 問 高橋
☎090－2750－2793

■家庭菜園で育てる野菜の種
の不思議
時 2/19の13時30分〜15時 所
教福 費 1,000円 申 要予約 問
内田☎090－4752－2430
■一日で歌えるジャズ講座
時 2/25の12時〜14時30分 所
アミュゼ柏 内 ピアノ伴奏による
指導 費 2,500円 申 要予約 問 石
山☎090－8509－8913

■憲法講演会「憲法改正は必要
なのか」
時 2/26の16時〜17時30分 所
パレット柏 費 1,000円（高校生
以 下 無 料 ） 問 小 林 ☎7193－
2437

● 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

「サークル会員募集」コーナーは
毎月15日号に掲載します

と　き 催　し

9日㈭午前11時〜11時30分
読み聞か
せ、手遊
び

10日㈮午前11時〜11時30分

12日㈰午前11時〜11時30分

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
2月前半の催し

＊ふれあい親子広場
　市内の公園や屋内施設など
で、児童厚生員と一緒に手遊
びや体遊び、エプロンシアター
などを楽しみます。
申 当日、会場へ直接

と　き ところ（定員）

2月10日㈮ まちの健康研究所「あ・し・た」（若柴）
（先着12組）

14日㈫ 中原ふれあい防災公園
16日㈭ 柏ふるさと公園
22日㈬ 増尾城址（し）総合公園
24日㈮ 柏たなか北公園
28日㈫ ラコルタ柏（教育福祉会館）（先着15組）

3月8日㈬ 北柏ふるさと公園
10日㈮ こども図書館 （先着20組）
14日㈫ 柏リフレッシュ公園
16日㈭ 大堀川防災レクリエーション公園
22日㈬ セナリオハウスパーク柏たなか
28日㈫ 新富げんきなひろば

※いずれも午前10時30分〜11時15分（こども図書館は
午前11時~11時30分。 を除き雨天中止）

　対象は未就園児
と保護者。気軽に
参加して、みんなで
わいわい楽しもう！

問しこだ児童センター 
☎7145－2522

　

※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！

布施遊戯室（布施近隣センター内）
☎7135−3960（午後1時〜 5時）

●ミニわいわいin布施近隣センター
親子で自由に遊べます。手遊びや工作な
どの時間もあります
時 2月7日㈫、3月2日㈭午前10時〜正
午 対 乳幼児と保護者、各先着6組 申 当
日、会場へ直接
●ひなまつり
簡単な工作や歌、パネルシアターなどを
楽しみます
時 2月27日㈪午前
10時〜11時 対 乳
幼児と保護者、先
着6組 申 2月2日
㈭午後1時30分〜
☎で

永楽台児童センター（永楽台近隣センター内）
☎7163−4050

●つくってあそぼう「幾何学模様の手提
げ袋」
三角形やひし形、円形のフェルトを貼り
合わせて、オリジナルの手提げ袋を作り
ます
時 2月11日㈯午後2時〜4時 対 幼児〜中
学生、先着15人※未就学児は保護者同
伴 申 2月2日㈭午後2時〜☎で

豊四季台児童センター☎7144−5363
●はぐはぐスペシャル「とよしきだいで
ひなまつり」
親子でひなまつりにちなんだ遊びを楽し
みます
時 2月15日㈬午前10時30分〜11時10
分 対 乳幼児と保護者、先着14組 申 2月
3日㈮午後2時〜☎で

高柳児童センター☎7190−1348
●ミニミュージカル「白雪姫」
子どもから大人までの市民による手作り
ミュージカルを上演します
時 2月26日㈰午前
10時30分 〜11時
10分 対 乳幼児〜
18歳、先着35人※
未就学児は保護者
同 伴 申 2月2日 ㈭
午前10時〜☎で
●じどセンちゃれんじ「よく飛ぶ紙ひこ
うきを作ろう」
名人に教わりながら、紙飛行機を作って
飛ばします
時 3月4日㈯午前10時〜正午 所 高柳近
隣センター 対 小学生以上、先着15人　
申 2月3日㈮午前10時〜☎で

◎応募総数は1,772通でした。たくさ
んのご応募ありがとうございました。
なお、当選者の発表は、賞品の発送
をもって代えさせていただきます
問広報広聴課☎7167－1175

　　新春
お年玉クイズ！

柏の三大野菜といえば、カブ・
ネギ・●●●●●●。「●●●
●●●」に入る野菜は？

ホウレンソウ

問 題

答 え

解答編



　これまでの広報かしわの配布方法は、主に新聞折り込みでしたが、お届け
できていなかった市民の皆さんに、広く市の情報をお届けするため、5月か
らポスティングで全世帯にお届けします。
　発行回数は月1回となり、毎月下旬にご自宅のポストへお届けします。
なお、4月15日号は発行しませんのでご注意ください。

問広報広聴課☎7167－1175・ 7166－8289

広報かしわを全世帯にお届けします

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

▲市のホームペー
ジはこちら

　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

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

発行日や配布期間など、
詳細が決まり次第、
本紙などで
お知らせします

5月から新型コロナワクチン
2月集団接種のお知らせ

※1月23日現在の情報

問柏市新型コロナワクチンコールセンター☎7179－2663・☎7179－2313
保健所健康増進課☎7128－7252・ 7128－7253

※予約状況により、開設時間が変更となる場合があります
《共通》
対柏市に住民登録があり、2回以上接種した12歳以上のかた※15歳以下は
保護者同伴
持接種券一体型予診票、本人確認書類、お薬手帳（あるかただけ）

　2月におけるオミクロン株対応ワクチンの集団接種会場は、
以下のとおりです。なお、2月から南部クリーンセンター・沼南
保健センターでは、使用するワクチンをファイザー社製からモ
デルナ社製に変更します。接種予約は、市の予約システムか
柏市新型コロナワクチンコールセンター（☎7179－2663・
☎7179－2313）でお取りください。

■集団接種会場

会場 開設日 開設時間 使用ワクチン

イトーヨーカドー
柏店4階（柏2丁目）
夜間接種あり

毎週水・金・土曜
日

▶︎水・土曜日＝午後2
時～5時・午後7時～
8時30分
▶︎金曜日＝午後7時～
8時30分

ファイザー社
製オミクロン
株(BA.4－5)
対応ワクチン

南部クリーンセン
ター
無料送迎バスあり

2月4日 ㈯・5日
㈰・11日 ㈯・12
日㈰

▶︎土曜日＝午後2時～
5時
▶︎日曜日＝午前9時～
正午・午後2時～5時

変更
モデルナ社製
オミクロン株
(BA.4－5)対
応ワクチン沼南保健センター

2月18日㈯・19
日 ㈰・25日 ㈯・
26日㈰

▶︎土曜日＝午後2時～
5時
▶︎日曜日＝午前9時～
正午・午後2時～5時

ワクチン接種は任意です
　新型コロナワクチン接種による効果と副反応を理解した上で、接
種を受けることとされています。皆さんのご理解をお願いします。

▲予約システム
はこちら

オミクロン株対応ワクチンの接種は、1人当たり
1回だけ接種することができます。同ワクチンを
1回接種した後にさらなる追加接種を受けることは
できませんので、ご注意ください

▲市のホームペー
ジはこちら

広 

報

令和5年（2023年）

2.1
No.1666

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） 

12

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。

※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

▲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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