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P3…医療費通知の再発行が市のホームページから申請可
能に／パブリックコメント／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6面をご確認ください

別冊　まなふる

　ニュースなどで「振り込め詐欺」と目にしても、自分は関係ないと思ってい
ませんか。被害に遭われたかたの95パーセントが「私は大丈夫」と思っていた
にもかかわらずだまされています。
　市では録音機の設置を進めています。家族でも対策について、話し合って
みてください。
問録音機取付コールセンター☎7128－9978（午前9時〜午後5時。土・日曜
日、祝日を除く）、防災安全課☎7167－1115・ 7163－2188

詐欺師は、警告メッセージを聞くと

電話を切るといわれています。

柏警察署でその理由を

聞いてきました！

2面をチェック

柏市がご自宅の電話機に、
無料で録音機を取り付けます！
対象者 市内在住で80歳以上の希望するかた

●「振り込め詐欺撃退録音機」の主な機能は つ
　❶警告メッセージ機能
　　着信があると、相手にメッセージが流れます
　　「この電話の通話内容は、防犯のため会話内容を自動録音いたします」
　❷録音機能　
　　通話中の会話を自動で録音します

録音機

令和4年柏市の振り込め詐欺
被害121件／被害額約3億2358万円
1件あたり平均被害額は267万円
3日に1人、柏の誰かが被害に遭っています！
(令和4年1月～12月の統計。柏警察署調べ )

●録音機は場所をとりません
　録音機の大きさは手のひらサイズです
　自宅の固定電話とコンセント差し込み口が１つあれば、簡単に取り付けることができます

●市が設定も行います
　申し込むだけで市が取り付けと設定まで行います。機械が苦手なかたでも安心です

申込方法　通知に同封された「申込書」に記入
　　　　　して返信用封筒で送るだけ！
申込期限　３月３1日(金)

◎振り込め詐欺等対策電話機等の補助を既に受けているかたなどは対象外。詳しくは問い合わせを

この電話の通話内容は、
防犯のため会話内容を
自動録音いたします

振り込め詐欺は
詐欺撃退録音機が効果あり！

録音されるのは
まずい…

新常識

見 本

2月下旬に80歳以上のかたがいる世帯へ、黄色の封筒で案内通知が届く
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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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特  集 振り込め詐欺は詐欺撃退録音機が効果あり！

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 

▲市のホームペー
ジはこちら

　振り込め詐欺を知っていたとしても、なぜだまされて
しまうのでしょうか。市内の振り込め詐欺の被害状況に
触れながら、録音機がなぜ振り込め詐欺対策として有効
か、柏警察署で話を聞いてきました。

柏警察署
生活安全課
安
あんどう

藤允
まさみ

巳 課長

「わが家は大丈夫」
という常識を捨てる

例1

例2

留守番電話の設定
ナンバーディスプレイで番号のチェック

振り込め詐欺撃退録音機の取り付けに加えて…

など

●被害者の9割以上が、振り込め詐欺にだまされないと思っていた
　詐欺師は判断力が低下しがちな高齢者を狙い、家族を思う気持ちを巧みに利用します。
そのため、思いのほか被害に遭ってしまうようです。実際に、被害に遭われたかたの約7割が80歳以上のかたです。

●電話機に取り付けた「録音機」が、詐欺師を寄せ付けない
　詐欺対策として「録音機」はとても効果的。なぜなら詐欺師は警告メッセージを聞くと、
録音されることを嫌がり自ら電話を切ってくれるからです。

●警告メッセージは「だましにくい相手」とアピールできる
　詐欺師は対策をしている相手を「だましにくい」と考えています。
1件でも成功すれば報酬が大きいため、リスクが高い相手を避け、
より多くの電話をかけて簡単にだませる相手を選びます。

●詐欺対策は家族で行ってほしい
　80歳以上のかたは、電話に出ないことが相手に「失礼」になると考えているかたが多いようです。
電話に出れば、詐欺師と会話をする可能性が高まり、詐欺被害に遭う確率が大幅に上がります。
そのため、電話機に録音機を取り付けるなどの対策が必要です。
　柏市では、対象者のご自宅に無料で録音機を取り付けてくれるので、
ぜひ利用してください。対策は、録音機に加えてもう1つあるとより安心です。
ご家族で、下で紹介するような二重の対策を検討してみてください。

　振り込め詐欺等対策電話機等をご自身で購入した場合、その費用の2分の1(上
限10,000円)を市が補助します。
申2月28日㈫までに、防災安全課（市役所本庁舎2階）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ー8505　柏市役所防災安全課へ郵送（必
着）か直接持参を※予算に達した時点で受け付け終了

補助の対象となるもの／「自動音声アナウンス機能」や「迷惑電話ブロック機能」
　など、振り込め詐欺対策を目的とする機能が付いた電話機など
◎申込条件など、詳しくはお問い合わせを

65歳以上のかた向けに
振り込め詐欺等対策電話機等の
購入の補助もあります

の対策を二重
振り込め詐欺に

オススメ！

振り込め詐欺の手口 市内トップ3 その他の手口など、
詳しくは

警察庁・SOS47
特殊詐欺対策ページ

オレオレ詐欺 預貯金詐欺・カード詐
さ

欺
ぎ

盗
とう

還付金詐欺

　予備知識として、振り込め詐欺の手口もおさえておきましょう。
最近の詐欺被害が多い順に、手口を紹介します。

　詐欺師が親族・弁護士・警察官などになり
すまし、親族が起こした事件や事故に対する
示談金などを口実に金銭などをだまし取る手
口。

　詐欺師が警察官・市役所の職員、金融機関
の職員などになりすまし、さまざまな口実を
使ってキャッシュカードなどをだまし取るか
盗み取る手口。

　詐欺師が市役所の職員などになりすまし、
税金の還付金などに必要な手続きを装って被
害者を操り、ATMなどから金銭を振り込ませ
る手口。

第1位 第2位 第3位
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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

　市内での振り込め詐欺の被害が続いていて、私も本

当に許せない気持ちでいっぱいです。　　　　　　    

　このたび、特に被害が多い80歳以上のかたを対象

に、振り込め詐欺撃退録音機を無料で取り付ける対策

を行います。この録音機は、家庭で使用している固定

電話に接続することで、通話の前に「録音します」と

いう警告が流れ、会話を自動で録音します。　　　　　　　　　　   

　また、65歳以上のかたには、以前から、振り込め詐欺等対策機能付きの

電話機等を購入する際の補助を行っています。　　　　　　　　　　　    

　こういった録音機能は、音声が証拠として残るので振り込め詐欺対策

に有効だといわれています。ご家族の皆さんからも、ぜひお勧めいただ

きたいと思います。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　       

　ご高齢の皆さんに、ぜひ「自分事」として知っていただきたいのは、「分

かっていても、だまされる」、それが詐欺だということです。警戒してい

るつもりでも、子や孫を心配する気持ちを悪用されたり、ちょっと不安な

タイミングで不意打ちにあったりすると、誰でも慌ててしまうものです。   

　だます側は、そんな人の気持ちを利用して、つけ込んできます。報道で

は、被害額が何百万円、何千万円などと伝えられていますが、それは単な

る数字ではなく、そのかたの人生があるはずです。そのお金に込められ

た思いや願いもあると思います。それを考えずに踏みにじり、口先で言

いくるめて奪っていく、そんな犯罪に心から憤りを覚えますが、悲しいこ

とに、それに加担する人たちは現実に存在します。　　　　　　　　　      

　まずは録音機や電話機を活用して、だまそうとする人と接触する機会を

減らしてください。そして、ご家族やご友人と日頃から連絡を取り合って、

少しでも変わったことがあったら、話してみましょう。周りのかたも、い

つもと様子が違うと思ったら、警察や市役所にお気軽にご相談ください。   

　しっかり対策をして、強い気持ちで詐欺を防ぎましょう。　　　　　          

振り込め詐欺を未然にブロック！
市長のスマイル通信 vol.13

※録音機の取り付けについては、本紙1面をご覧ください
※電話機の補助については、防災安全課（☎7167ー1115）へ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

幼児教育・保育の無償化の手続きはお済みですか
問保育運営課☎7128－6881・ 7164－0741

　4月1日から新たに幼児教育・保育の無償化による給付を受けるためには、3月中
に「施設等利用給付」の認定を受ける必要があります。利用する施設や家庭の状況
によっては、申請の有無や上限額が異なりますので、必ず事前にご確認ください。
対象となる家庭の状況／①共働き・病気・妊娠などで家庭での保育が困難なかた　

②専業主婦（夫）世帯などのかた

NECグリーンロケッツ東葛 ホストゲームにご招待
問共生・交流推進センター☎7167－0941・ 7165－7323

　東葛地域を拠点に活動するラグビーチーム「NECグリーンロケッツ東葛」が、柏
市ホストタウンデーに市民のかたを招待します。ぜひこの機会に、迫力ある試合を
観戦しましょう。
試合開始日時／4月9日㈰午後2時30分
所県立柏の葉公園総合競技場　対市内在住のかた、300組600人
内NECグリーンロケッツ東葛対横浜キヤノンイーグルス
申 3月12日㈰までに、市のホームページで※応募

者多数の場合は抽選。当選者には、3月17日㈮
までにメールで通知

手賀沼いちごスタンプラリー2023を開催
問農政課☎7167－1143・ 7162－0585

　手賀沼周辺の飲食店や直売所を巡り、新鮮なイチゴを味わえるスタンプラリー
を開催しています。今が旬のイチゴを食べて、野菜の詰め合わせや参加店舗で使え
るクーポン券などの景品がもらえる抽選に応募しませんか。
開催期間／3月31日㈮まで　申込期限／4月16日㈰
台紙配布場所／道の駅しょうなん等のスタンプ設置店舗
◎スタンプの設置場所や申し込み方法など、詳しくは市のホーム

ページを見るか手賀沼まちづくりセンター（☎070－8385－
3599）にお問い合わせください

柏市国保・後期高齢者　医療費通知の再発行が
市のホームページから申請可能に
問保険年金課☎7191－2594・ 7167－8103

　令和4年受診分から、医療費通知の再発行を市のホームページ
から申請できるようになりました。なお、窓口や郵送での申請も
受け付けていますので、確定申告などで必要なかたはご利用くだ
さい。
対柏市国民健康保険か千葉県後期高齢者医療保険の被保険者
◎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

▲応募はこちら

▲市のホームペー
ジはこちら

　市では、次の計画案について、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。

パブリックコメント
ご意見を
募集します

内子どもの読書活動推進の方向性や取り組みについて策定するもの
閲覧方法／2月15日㈬から、図書館本館、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14日㈫までに、郵便番号・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、〒277－0005柏5丁目8－12

　柏市立図書館本館へ郵送（必着）･ファクス ･直接持参するか市のホーム
ページで

問図書館本館☎7164－5346・ 7164－5905

柏市子ども読書活動推進計画（第四次）案

※1 対象費用は月額利用料だけ。通園送迎費・給食費・行事費などの実費は対象外
※2 市に届け出のある認可外保育施設（柏市保育ルームを含む）、一時預かり事

業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業、ベビーシッターなど
◎申請書など、詳しくは市のホームページをご覧ください

利用する施設 家庭の
状況

児童の
クラス

無償化上限額
（月額）※１

無償化
申請手続き

認可保育園・認定こ
ども園（2・3号）・小規
模保育施設・事業所
内保育事業・家庭的
保育事業・居宅訪問
型保育事業

①

非課税世帯
の0～2歳児

全額 不要3～5歳児

認定こども園（1号）

② 満3歳児と
3～5歳児

幼稚園
（私学助成対象施設） 25,700円 施設等利用給付

1号認定

幼稚園（上記以外） 全額 不要

幼稚園・認定こども
園の預かり保育

①

3～5歳児 11,300円 施設等利用給付
2号認定

非課税世帯
の満3歳児 16,300円

施設等利用給付
3号認定

認可外保育施設等
※２

非課税世帯
の0～2歳児 42,000円

3～5歳児 37,000円 施設等利用給付
2号認定

▲市のホームペー
ジはこちら

　市のホームページでは、お子さんが無償化の対象にな
るかを判定できる「無償化判定ガイド」、必要な認定や申
請時の提出書類などを確認できる「無償化の申請ガイド」
を公開していますので、ぜひご活用ください。

無償化の申請ガイドをご活用ください



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

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

個人情報保護法が適用されます
　個人情報に関する取り扱いについて、
これまでは、各自治体の条例で定めてい
ましたが、令和3年に改正された個人情
報保護法が4月1日から適用されること
になります。引き続き、皆さんの個人情
報を適切に取り扱っていきます。なお、
個人情報の開示請求等の手続きについて
は、変更はありません。
問行政課☎7167－1112

マイナンバーカードの 
出張申請サポート

時①2月18日㈯・19日㈰午前10時〜午
後4時②3月25日㈯・26日㈰午前10時
30分〜午後4時30分
所①＝セブンパークアリオ柏（大島田1
丁目）②＝柏マルイ（柏1丁目）
対柏市に住民登録があり、初めてマイ
ナンバーカードを申請するかた
内顔写真の撮影から申請書の記入まで
申請に必要な手続きをサポートします
申当日、会場へ直接
問柏市マイナンバーコールセンター☎
7165－0178

事業計画の変更案の縦覧
縦覧期間／2月21日㈫〜3月6日㈪
内北柏駅北口土地区画整理事業計画の
変更案
他利害関係のあるかたは3月20日㈪ま
でに県知事に意見書を提出可
所 問北柏駅周辺整備課（根戸）☎7160
－3851

もりのマルシェの出店者募集
　あけぼの山農業公園のプラザ広場にあ
るログハウスで、飲食物や手作り品の販
売などをしてみませんか。
時3月18日〜5月7日の土・日曜日、祝日
対次のいずれかに該当するかた▶青果
などの販売＝販売許可の届け出をしてい
る▶飲食店の出店＝飲食店営業許可証が
ある▶ワークショップ＝どなたでも
◎申し込み方法など、詳しくは同公園の
ホームページを見るか問い合わせを
所 問あけぼの山農業公園☎7133－8877

公共職業訓練受講生を募集
　建築CAD・サービス科の職業訓練の
受講生を募集します。
訓練期間／5月8日㈪〜10月30日㈪
所ポリテクセンター千葉（千葉市）
対再就職を希望するかた、32人
申込期限／3月23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

多肉植物のかわいい寄せ植え講座
時3月5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・在学のかた、12人
費1,500円
持持ち帰り用の袋、霧吹き（あるかただけ）
申2月23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

催 　 し

こんぶくろ池自然博物公園 
「里山の保全活動体験会」

時3月5日㈰・11日㈯・19日㈰・25日㈯
午前9時〜正午
集合・解散／こんぶくろ池公園管理棟前
対高校生以上のかた、各6人
内里山の保全や自然調査の活動につい
て説明を聞いて体験をします
持汚れてもよい服装、軍手、タオル
申各開催日の1週間前までに、公園緑地
課へ電話かこんぶくろ池自然の森のホー
ムページで※応募者多数の場合は抽選
問公園緑地課☎7167－1148

求 　 人

看護職（常勤）
対看護師か准看護師の資格があるかた、
2人
勤務場所／介護老人保健施設はみんぐ
勤務時間／午前8時〜午後5時のほか夜
勤あり
賃金／柏市医療公社の規定による
申3月14日㈫までに、写真を貼った履
歴書と資格証の写しを添えて、〒277－
0825布施1－3　介護老人保健施設は
みんぐへ郵送（当日消印有効）か直接持
参を
選考方法／書類と面接
問はみんぐ☎7134－0660

健 　 康

耳の健康と補聴器の相談会
時3月5日㈰午後1時〜5時
所柏地域医療連携センター
定50人
内耳鼻咽喉科の医師による耳の健康相
談や聴力測定、補聴器の試聴・点検
申2月24日㈮までに、はがきに紙面右上
の必要事項を書いて、〒277－0845豊
四季台1丁目1－118　柏市医師会へ郵
送（必着）で※応募者多数の場合は抽選。
当選者には後日、受付票を送付
問日本補聴器販売店協会千葉県部会☎
090－3107－7795・地域医療推進課
☎7197－1510

スポーツ推進委員東部支部の催し
①スポーツ教室
時3月5日㈰午前9時〜11時30分
所柏第三小学校
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
種目／モルック、ラダーゲッター、子供
用グラウンドゴルフなど
②ファミリースポーツの日
時3月19日㈰午前9時〜11時30分
所柏第八小学校
対市内在住の60歳以上で経験があるか

た、24人
種目／グラウンドゴルフ

《共通》
持運動ができる服装、飲み物、グラウ
ンドゴルフ用具一式（②だけ）
申当日、会場へ直接
問東部支部（桜井）☎7163－3798（午
後6時以降）・スポーツ課☎7167－1133

キッズ

高校生による学生講師講座
時 内3月18日㈯①午前10時〜11時30
分＝和太鼓の体験②午後1時30分〜4時
30分＝演劇の体験
所ラコルタ柏（教育福祉会館）
対市内在住・在学の小学3〜6年生①＝
12人②＝30人
持飲み物、筆記用具
申3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）・ 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
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

柏窯会　陶芸展 3日㈮〜6日㈪ 午前10時〜午後6時
初＝午後1時　終＝午後5時

アートサークルVue（ヴュ）展（絵画）11日㈯〜14日㈫ 午前10時〜午後6時
初＝午後1時

パレッツM　絵画展（油彩） 15日㈬〜18日㈯ 午前10時〜午後5時
初＝午後1時　終＝午後4時

のの会　絵画展 19日㈰〜22日㈬ 午前10時〜午後7時
初＝正午　終＝午後5時

楽彩会・水彩画展 23日㈭〜27日㈪ 午前9時〜午後7時
初＝午後1時　終＝午後5時

40回目の絵本展
春！　新しいとびらを開けて 28日㈫〜31日㈮ 午前10時〜午後6時

初＝午後1時　終＝午後4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3月の催し ● ●
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柏市かわら版

納期限は2月28日（火）
固定資産税・都市計画税の第4期

問収納課 ☎7167－1122

国民健康保険料の第9期
後期高齢者医療保険料の第8期
問保険年金課 ☎7191－2594

介護保険料の第9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

柏市健康福祉審議会地
域健康福祉専門分科会

3月16日㈭午前10
時〜正午

ラコルタ柏（教育
福祉会館）2階多
目的研修室1・2

先着
5人

福祉総務課
☎7167－1131

※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

●必ず事前に申し込みを 2月16日㈭
午前9時30分から、同館へ電話で

着物からパンツ
作り

1日㈬午前10時〜午後0
時30分。先着6人。100円

ムダ紙からポス
トカード作り

4日㈯午前10時〜正午。
3歳〜小学生、先着6人

（未就学児は保護者同
伴）。無料

ズボン・スカー
トのサイズ直し
教室

8日㈬午前10時〜午後
4時。先着6人。100円

着物からジャン
パースカート作り

10日㈮午前10時〜午後
４時。先着6人。200円

ワイシャツから
ブラウス作り

17日㈮午前10時〜午後
4時。先着6人。100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 ！

3 月 教の 室

指定管理者を選定
　4月から施設管理を行う指定管理者を次のとおり選定しました。

施設名 指定管理者 指定期間 問い合わせ

柏寿荘 柏市社会福祉協議会 4月1日〜令和8年3月31
日

高齢者支援課
☎7168－1996

柏市民文化会館・ア
ミュゼ柏 ASTN共同企業体

4月1日〜令和10年3月
31日

市民活動支援課
☎7167－1126

柏市市営駐車場 タイムズ24共同事業体 自転車対策室
☎7167－1304

柏市立柏病院・介護
老人保健施設はみん
ぐ

柏市医療公社 4月1日〜令和12年3月
31日

医療公社管理課
☎7134－6795



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

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 3月1日㈬午前10時30分～11時 乳幼児と保護
者、先着8組

②吉田夢佳ピアノ・リサイタル 3月9日㈭午後1時30分～2時15分 先着60人
③スマホ・パソコン無料相談 3月10日㈮午前10時～午後4時 先着18人
④空の探検　4K映像で見る夢と
ロマンの空の世界

3月12日㈰、5月7日㈰※いずれも
午後3時30分～5時30分 各先着60人

⑤美しい姿勢と歩き方でイキイキ 3月13日㈪午後3時30分～5時 先着13人
⑥音楽とアートでみんなの世界を
つくろう　アートワークショップ

3月26日㈰午前10時～正午・午後
1時30分～3時30分 各先着15人

費④・⑤=1,000円
申2月16日㈭午前9時から、パレット柏へ①～③・⑤・⑥=電話で④=紙面右上の

必要事項を書いて、 palettekashiwa.mail@gmail.comで

こちらは柏警察署です。

車上狙いにご注意ください！
問柏警察署☎7148－0110

　車上狙いが年々増加していて、主に路上や集
合住宅の駐車場で被害が発生しています。犯人
は、短時間で窓ガラスを割り財布などを盗むた
め、車から離れるときは、必ず鍵を掛け、荷物は
車内に置かないようにしましょう。

■女性合唱団シフォン2ndコ
ンサート
時3/4の14時〜16時 所アミュ
ゼ柏 費無料 申要予約 問三浦
☎7191−6155
■ 冬 の 初 心 者 向 け　 バ ー ド
ウォッチング
時2/19の10時～12時 所手賀
沼自然ふれあい緑道 費無料 申
要予約 問土屋☎047－391－
2828

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
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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

グラウンド・
ゴルフ

3月14日㈫午前8時40分～午後0
時30分 逆井運動場 市内在住・在勤・在学

で中学生以上のかた
個人戦40ホ
ール 700円。飲み物、敷物 3月4日㈯までに、田上（たがみ）へ

電話で
田上☎7189－7828

（午後2時以降）

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

女子サッカ
ー 3月12日㈰午前10時～正午 あけぼの山農

業公園 4歳以上で女性のかた 技 術 指 導、
ミニゲーム

運動ができる服装、タオル、
飲み物、サッカーボール（あ
るかただけ）

3月5日 ㈰ ま で に、 紙 面 右 上 の
必 要 事 項 を 書 い て、 大 沼 へ
lirendazhao@gmail.comで

大沼
☎080－3359－1658

ジュニアス
キー教室 3月25日㈯～27日㈪〈2泊3日〉

会津高原たか
つえスキー場

（福島県）
小学3年生～高校生
※保護者同伴可

基礎スキー
教 室、 バ ッ
チテスト

35,000円（保護者は38,000
円）。スキー用具一式、ヘル
メット

3月4日㈯までに、紙面右上の必要
事項を書いて、小川へ jskimail@
sakashiwajunior.comで

小川
☎090－5589－6581

弓道
3月25日～4月22日の毎週土・
日曜日午後0時45分～3時※4
月9日㈰を除く。計8回

中 央 体 育 館
弓道場

市内在住・在勤で18
歳以上のかた、18人
※高校生を除く

弓道の姿勢、
動作などの
基本を体験

6,000円。運動ができる服装、
靴下か足袋、タオル、筆記用
具

3月10日㈮までに、柏市弓道連盟の
ホームページで※応募者多数の場
合は抽選

水谷
☎7166－2016

※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！

しこだ児童センター☎7145－2522
●パネルシアター「にじいろ」
ブラックパネルシアター、手遊び、歌な
どを楽しみます
時2月26日㈰午前11時〜11時30分 対
乳幼児〜18歳、先着15人※未就学児は
保護者同伴 申当日、会場へ直接
●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3月3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

高柳児童センター☎7190－1348
●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3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
●わくわくスペシャル「わらべうたやお
はなしを楽しもう！」
親子でわらべうたを歌ったり、お話を楽
しんだりします
時3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

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）

●ママのぽけっとおはなし会
「おひなさまを飾ろう」、テーブル人形
劇「ねむたいあおむしくん」、わらべう
たなど
時3月2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

と　き 催　し
17日㈮午前11時
～11時30分 読み聞かせ、手遊び

19日㈰午前11時
～11時30分

読み聞かせ、手遊び、
歌

23日㈭午後3時～
3時30分 読み聞かせ、手遊び

24日㈮午前11時
～11時30分 わらべうた遊び

25日㈯午前11時
～11時30分 読み聞かせ、手遊び

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
2月後半の催し

●柏太極拳サークル
毎㈭13時、中央体育館。初心
者歓迎。 1,000円、 2,000
円。高橋☎7163−7163
●柏自分史の会
第4㈭12時30分、パレット柏。

3,000円。砂原（ すなはら ）
☎090−6529−3011
●謡曲「 柏喜多会 」
毎㈮15時、アミュゼ柏。初心
者歓迎。 1,000円、 1,000円。
澁谷（しぶや）☎7164－3212

●光ケ丘将棋クラブ
月10回12時、光ケ丘近セ。
1,000円。堀内☎7174−3655
●毛筆「 霞会（ かすみかい ）」
第2・4㈮13時、増尾近セ。初心
者歓迎。 1,000円、 1,500円。
岩井☎7169－2707
●ラジオ体操「今でしょう教室」
毎㈫・㈭・㈯7時、西十余二第
二公園。ラジオ体操、簡単な筋
トレなど。無料。松下☎7186
－7035

●登山ハイキング「 岳人（ がく
じん ）あびこ 」
第1㈫19時、パレット柏ほか。
69歳以下のかた。 3,000円。

750円。秋山☎090−9950
−6849
●ハーモニカ「ドレミファリー
ドサークル」
第1㈯＝9時、第2〜5㈯＝12時、
高柳近セ。高齢者・初心者歓迎。

200円、 2,000円。池田☎
7174−0151

●卓球「 フェニックス 」
毎㈬9時、旭町近セ。初心者・男
性歓迎。 1,000円、 5,000円。
菊地☎7143−4320
●千代田囲碁サークル
毎㈯12時、富里近セ。初心者
歓迎。 1,000円。岡☎7167
−7438
●エアロビクスサークル
月4回㈫13時、沼南体育館。高齢
者歓迎。 1,000円、 2,000円。
体験可。山下☎7193−3675
●すずらん卓球クラブ
毎㈮9時、沼南体育館。初心者
歓迎。 1,000円、 1,200円。
小澤☎7191−5584

サークル会員募集
● 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、中公＝中央公民館、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

＝入会金、㊊＝月会費、 ＝年会費

団体・サークルの催し
●開催期間が3カ月以内のもの
●締め切りは掲載希望号発行日の1カ月前
●掲載は1団体につき年度内（4月～翌年3月）2回まで

サークル会員募集
●受け付け順に掲載し、掲載号の指定は不可
●会場は市内の公共施設など、誰でも借りられる場所
●連絡先は市内在住の個人だけ
●掲載依頼の受け付けは、年度内（4月～翌年3月）1回だけ

広報かしわの掲載方法
　このコーナーでは、市民のかたの自主的な活動を掲載しています。掲載を希望するかたは、次の点を確認して申し込んでください。
申掲載依頼書に必要事項を書いて、広報広聴課（市役所本庁舎3階）へ FAX 7166－8289・直接持参するか市のホームページで
問広報広聴課☎7167－1175

その他
▶掲載依頼書は広報広聴課に配架しているほか、

自宅にファクスで送付可。送付を希望の場合は
問い合わせを※市のホームページからダウン
ロード可

▶校正は原則ファクスで行います。お持ちでない場
合は電話で確認

▶問い合わせ先にメールアドレスやホームページ
のアドレスは掲載不可

5月から広報かしわをリニューアルし
　　　　ます。変更点をご確認ください

変更点

● 月1回（毎月1日）発行で、毎号、団体・サー
クルの催しとサークル会員募集を掲載

● 団体・サークルの催しは年度内2回まで掲載可
●4月から15日号は発行なし



抗原検査キットが500円で購入できます
問保健所保健予防課☎7167－1254・ 7167－1732

会場 開設日 開設時間
①イトーヨーカドー
柏店4階（柏2丁目） 毎週金・土曜日

※31日は除く

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

②南部クリーンセン
ター 3月4日㈯・5日㈰

・18日㈯・19日㈰
▶︎土曜日=午後2時～5時
▶︎日曜日＝午前9時～正午

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）

◎詳しくは市のホームページをご覧ください

使用ワクチン／①=ファイザー社製オミクロン株（BA.4－5）対応ワクチン②
=モデルナ社製オミクロン株(BA.4－5)対応ワクチン

発熱等の症状があるかたはこちら
柏市受診相談センター 受付時間／午前9時～午後5時
☎050－5527－6942・ 7167－1732
千葉県発熱相談コールセンター 受付時間／24時間

☎0570－200－139　
▲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

　市では、新型コロナウイルスに感染しているかどうか検査で
きる抗原検査キットの購入費を助成しています。
◎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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問スポーツ課☎7167－1133・ 7167－6644
　1月22日に大相撲初場所が千秋楽を迎え、柏市出身の琴勝峰関が優勝
に次ぐ三賞の一つ、敢闘賞を初受賞。千秋楽まで優勝を争い、幕内では
自身最多11勝の成績を収めました。

　優勝を懸けた千秋楽の大一番を前に、琴勝峰関を応援しようと、関係
者が集い観戦しました。市長や後援会などが見守る中、琴勝峰関は惜し

くも敗れましたが、その
雄姿に会場は大いに盛り
上がりました。

　最後の最後まで優勝を意識し
ていませんでしたが、優勝争いが
できたのはいい経験でした。一場
所だけでなく、毎場所で活躍を見
せられるように頑張りたいです。
相撲で柏市を盛り上げられるよ
うに精進しますので、これからも
応援をよろしくお願いします。
　　　　　　　　 琴勝峰吉成

※2月6日現在の情報

新型コロナワクチン3月集団接種のお知らせ
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

　ワクチン接種の予約は、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。予約なし接種も実施します。なお予約状況に
より、開設時間が変更となる場合があるのでご注意ください。

無料送迎バスあり

夜間接種あり

■集団接種会場

《
共
通
》

2月28日㈫まで延長

幕内初優勝を懸けた大一番

予約システムはこちら▲

　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

市のホームページはこちら▶︎

　より多くの市民の皆さんに、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。

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5月から

広 

報

令和5年（2023年）

2.15
No.1667

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。

6

※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
432,427人（前月比135人減）
●男　213,331人　　●女　219,096人　
●世帯数　195,270世帯（前月比4世帯減）

（5.2.1 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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