
P３・４…市営駐輪場の手続き方法や申請期間を変更／
キャッシュレス決済での市税の納付方法を変更／千葉
県議会議員一般選挙／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

▲市のホームペー
ジはこちら

▲証明カード（イメージ）

　皆さんは、自分らしさや個性と聞くとどのようなことを思い浮かべますか。人の顔や
性格がそれぞれ違うように、性のあり方も多様です。今号では、3月15日から始まる届
出制度を紹介します。この機会に性の多様性について考えてみませんか。
問共生・交流推進センター☎7167－0941・ 7165－7323

パートナーシップを結ぶ当事者たちのほかに、家族として暮らして
いる未成年の子どもがいる場合、その子どもを含む家族の関係を指
します

成年(18歳以上)
双方か一方が柏市に住民登録がある（3カ月以内に
柏市へ転入予定の場合を含む）
配偶者がいない
届け出るかた以外にパートナーシップやファミ
リーシップ関係がない
双方が近親者（叔父・叔母など）でない
ファミリーシップの届け出をする場合は、双方か一
方に未成年の子どもがいる

窓口で、届出受理証明書や証明カードを提示すると、次のサービスが利用できます

　申請後、およそ1週間で届出受理証明書と
証明カードを郵送か窓口でお渡しします。

　柏市パートナーシップ・ファミリーシップ届出制度は、パートナーを家族として市に届け出るものです。
届け出をすることで、個人ではなく、家族として受けられるサービスが広がります。

2面では、性の多様性について紹介します

　パートナーシップ制度ができることにつ
いて、当事者のかたの声を聞きました。

　最近では、パートナー
シップ制度がある自治体
が増えてきましたが、柏市
はどうなのだろうと以前
から調べていました。
　私には同性のパート
ナーがいるので、柏市にパートナーシップ制
度がないのであれば、いっそのこと制度が利
用できる他市に引っ越してしまおうかと考え
ていました。
　そんな時、柏市でもパートナーシップ制度
が始まることを知り、うれしかったですし、助
かったと思いました。
　私やパートナーは年齢的に若くはないの
で、今後のことが心配でした。もしパートナー
が入院した場合、私は家族として扱ってもら
えず、面会することができないんです。でも、
これからは証明カードを提示することで、家
族として面会ができるようになるかもしれま
せんね。
　柏市にパートナーシップ制度ができたこ
とで、お互いを「家族」として届け出をした証
明があるというのは、とてもありがたいです。

市内在住・
40歳代男性

⃝市内医療機関での面会、病状説明など
　（病院によって、希望に添えない場合があります）
⃝市営住宅の入居手続き
⃝こどもルームの入所手続き
⃝子どもの就学に関する手続き（就学援助など）
⃝り災証明書の発行手続き
◎その他のサービスなど、詳しくは市のホームページをご覧ください

お互いを人生のパートナーとし、日常生活において対等な立場で互
いに責任を持って協力し合うことを約束した2人の関係を指します

次の条件を全て満たすかた

　届け出を希望する1週間前までに、共
生・交流推進センターへ電話するか市の
ホームページからご予約ください。
◎持ち物など、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

婚姻関係にあれば受けられる支援が、婚姻関係に
ない同性カップルや事実婚の異性

カップルでは利用できない場合があります。そこで
、そのようなかたのために、自治体

が独自に「結婚に相当する関係」として証明書を発行
し、支援を受けられるようにしています。

法令上の効力はありませんが、届け出た自治体でさ
まざまな支援を受けられるようになります
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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 柏市パートナーシップ・ファミリーシップ届出制度が始まります

　性のあり方は、個人の尊厳に関わる大切なものです。
どんな自分でありたいかは、人それぞれ異なります。ここでは、性の多様性について紹介します。

　性を構成する要素は、主に「からだの性」「こころの性」「すきの性」
「らしさの性」の4つとされています。この組み合わせは、多様であ
り「性はグラデーション」といわれることもあります。
　この4つの要素は、人それぞれ異なるため、体が女性だからといっ
て、必ずしも男性を好きになるとは限らず、体が男性でも心は女
性で女性の服装をしているかたもいます。

　生徒たちの多様性を尊重するために、市立柏高等
学校では、昨年の6月から、生徒手帳にある制服規
定を変更しました。
　以前は、男子・女子生徒で、それぞれ着用するも
のが校則としてありましたが、性別で分けるのでは
なく、自分に合った制服を選択することができるよ
うになりました。

　本人の同意を得ずに、本人が公表していない性のことなどを周囲に話してし
まうことが社会的な問題になっています。
　過去には、ある学生が同性の同級生に好意を打ち明けたところ、友人たちに
同性愛者であることを暴露され、自殺に追い込まれてしまった事例もあります。
　本人の同意なく、他人に伝えることは絶対にしてはいけません。

　柏市パートナーシップ・ファミリーシップ届出制度は、法令上の効力が
生じるものではありませんが、制度の導入により、多様な生き方が尊重さ
れるまちを目指しています。誰もが自分らしく暮らせる・活躍できる社会
の実現に向け、制度のご理解とご協力をお願いします。

　当事者のかたやその家族、当事者から相談を受けたかたの悩みや困り
事を相談できます。

　昨今、自身の性について打ち明ける著名人やタレントが増え、社会でも性の多
様性についての認識や理解が少しずつ進んできています。その一方で、実際に家
族や周囲に打ち明けることができないかたも数多くいます。
　もし、あなたが家族や友人から打ち明けられたら、まずは話を聞き、相手の思
いを受け止めてあげることが大切です。打ち明けられた後も、特別なことをして
あげるのではなく、今まで通り接することが、相手を尊重することにつながります。

　アライとは、英語で「同盟」「味方」を表す言
葉で、性の多様性について理解し、支援する
立場を明確にしている人のことをいいます。ま
た、理解者であることを示すため、レインボー
グッズを身に着ける人もいます。

体と心の性が
異なる人

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 

よりそいホットライン
☎0120－279－338
受付時間／24時間

ＳＨＩＰ・ほっとライン
☎045－548－3980
受付時間／毎週木曜日午後7時～9時

ＬＧＢＴｓ専門相談（千葉県弁護士会）
☎043－306－9873
受付時間／午前10時～11時30分・午後1時～4時※土・日曜日、祝日は除く
電話の際は、「LGBTsの専門相談を希望」とお伝えください。

　LGBTQとは、それぞれの頭文字をとった言葉で、多様な性を総称するものです。しかし、必ずしも全てのかたがこれらに当てはまるわけではありません。

体つきなど、
生物学的な性

恋愛感情が
どの性別に
向いているか

男性・女性に
とらわれず、自分が
認識している性

言葉遣いや
服装などの
見た目の性別

差別や被害に
遭った場合に、

法律相談ができます

心の性が女性で
女性を好きになる人

男性・女性の両方を
好きになる人

心の性が男性で
男性を好きになる人

自分の性別を探していたり
決めずにいたりする人
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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

　長年、市民の皆さんに親しんでいただいている広報

かしわが、5月から装いも新たに生まれ変わります。

　今の広報紙が好きだと言ってくださるかたもい

らっしゃいますが、いつも読んでくださるかただけで

なく、これまであまり読んだことがないかたにもご覧

いただけるように工夫していきたいと考えています。

　まず形は、現在の小型の新聞サイズから A4サイズの冊子型になり、コ

ンパクトで手に取りやすくなります。発行はこれまで1日と15日の月2回

でしたが、月1回にまとめ、リニューアル第1号は5月号です。　　   　　     

　また、従来の配布方法は主に新聞折り込みでしたが、ご自宅のポストへ

直接投函（とうかん）してお届けするポスティングに変更します。月末に

翌月号を配布しますので、5月号は4月26日から30日までにお届けします。

　内容もより充実するよう検討を重ねています。いつも広報かしわの第

一面は、テーマを決めた企画記事を中心に掲載していますが、実はこれ

は、他市にはあまりないスタイルです。制作に時間はかかりますが、その

ときどきのテーマをより深くお伝えするのによい構成だと思っています

ので、そのような点は今後も生かしつつ、さらに毎月楽しみにしていただ

けるような連載コーナーなども設ける予定です。担当者が知恵を絞って

考えていますので、5月号がお手元に届いたら、ぜひ中を開いてみてくだ

さい。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　      

　今お読みいただいているこの形でお届けするのは、次回4月1日号が最

後になります。70年近い柏市の歴史の中で、冊子型の広報かしわは初登

場です。初めは見たことのない冊子がポストに届いて驚かれるかもしれ

ませんが、柏市が目指していることや取り組んでいることをより分かり

やすくお伝えしていきますので、新生・広報かしわにご期待ください。　      

広報かしわリニューアル、絶賛準備中です
市長のスマイル通信 vol.14

※ポスティングに関するお問い合わせは、4月1日号で案内しますので、しばらくお待
ちください

12月〜2月に出生届が出された子どもに
5,000円分の図書カードを送付

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

　物価高騰などで家計が苦しい中でも、子
どもたちが豊かな教養を育むことができ
るよう、市では1月中旬から18歳以下の子
どもに、書籍などの購入費の支援として図
書カードを送付しています。令和5年3月
上旬からは、12月～2月に出生届が出され
た子どもがいる世帯に簡易書留で送付し
ましたのでお受け取りください。
対令和4年12月1日から令和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
記録があるかた

他令和4年11月30日までに出生届の提出があった18歳以下の子
どもに対しては、1月中旬に発送済み。図書カードを受領した後
に未使用のまま紛失してしまったかたは、学校教育課へ問い合わ
せを

◎詳しくは市のホームページをご覧ください

　4月1日㈯から、現金の受け渡しを伴わないキャッシュレス決済を使っ
た市税の納付方法が変更になります。
　クレジットカードによる納付は、インターネットの「地方税お支払サイ
ト」からの手続きになります。スマートフォンによる納付は、専用アプリ
で納付書上の「コンビニ収納バーコード」を読み取る方法から「eL-QRコー
ド」を読み取る方法に変わります。
対象となる市税／固定資産税・都市計画税、軽自動車税、

市民税・県民税(普通徴収)
他クレジットカードでの納付には別途手数料がかかり
　ます。手数料は市の収入になるものではありません
◎詳しくは市のホームページをご確認ください　

市営駐輪場の手続き方法や申請期間を変更
問自転車対策室☎7167－1304・ 7163－3728

　4月から市営駐輪場の利用手続き方法を、代表駐輪場で
の受け付けから郵送・インターネットからの受け付けに
変更します。また、利用月の2日前から受け付けを開始し
ていた申請期間を次のとおり変更します。駐輪場の利用
を希望するかたは、内容を確認して各申請期間内にお申
し込みください。

※利用料金の支払い確認後、許可証と利用票(ステッカー )を送付。
申請や納付時期により、月初めに許可証と利用票が届かない場
合がありますので、日数に余裕を持って申請を

◎詳しくは市のホームページをご確認ください

　インターネット上での動画共有サービス「YouTube（ユーチューブ）」で、
当日の講演会の様子をライブ配信します。会場に来られないかたは、ぜひ
こちらをご利用ください。
対中学生以上のかた　費無料
申 4月20日㈭までに、同研究所のホームページで

YouTubeで講演会をライブ配信

東京大学一般講演会
「ガンマ線で観（み）る　天文学と医学」を開催
問東京大学宇宙線研究所☎080－4866－2631（午前10時〜午後5時。
土・日曜日、祝日を除く）、生涯学習課☎7191－7393・ 7190－0892

　銀河系内に起源を持つとされる宇宙線
源ぺバトロンの探索や、医療分野でも応用
ができるガンマ線観測について講演会を
開催します。この機会に、普段知ることの
できない宇宙の神秘や医学とのつながり
を学んでみませんか。
時 4月22日㈯午後1時～4時
所柏の葉カンファレンスセンター（若柴）
対中学生以上のかた、260人
講東京大学宇宙線研究所副所長・瀧田正人(たきた まさと )さん、東京大学カブリ数

物連携宇宙研究機構特任助教・武田伸一郎（たけだ しんいちろう）さん
費無料
申 4月12日㈬までに、東京大学宇宙線研究所のホームページで※応募者多数の場

合は抽選。当選者には後日メールで通知

▲市のホームペー
ジはこちら

▲市のホームペー
ジはこちら

▲市のホームペー
ジはこちら

郵送 インターネット

申請方法
各駅の代表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
て自転車対策室へ郵送で

市のホームページから申請

支払方法 コンビニエンスストア専用納付書払
い クレジット決済

申請期間

4月に契約する場合
4月15日㈯まで申請書を配布※代表
駐輪場の営業日によって変更あり 4月20日㈭午後5時まで

5月以降に契約する場合

利用前月の25日～利用月の15日に
申請書を配布※代表駐輪場の営業日
によって変更あり

利用前月の25日午前9時～利
用月の20日午後5時

■申請方法等

キャッシュレス決済での市税の
納付方法を変更

問収納課☎7167－1122・ 7167－3203

●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
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市政情報

投票できるかた
　次の条件を全て満たし、「柏市永久選挙人名簿」に登録されているかた。
▶平成17年4月10日までに生まれ、日本国籍を有している
▶令和4年12月30日までに柏市に住民登録があり、登録基準日(3月30日)にお

いても引き続き柏市に住所がある
▶投票日現在で公職選挙法の規定による選挙権・被選挙権の停止を受けていない

市内で転居した場合
　令和5年3月10日以降に市内で転居した場合は、転居する前の住所地の投票所
で投票してください。

千葉県内の市区町村へ転出した場合
　令和4年12月1日以降に千葉県内の市区町村へ転出した場合、転出日によって
次のとおり投票できます。千葉県外に転出した場合は投票できません。
▶令和4年12月31日以降に転出＝柏市で投票
▶令和4年12月9日～30日に転出＝柏市で投票できる場合あり。詳しくは問い

合わせを
▶令和4年12月1日～8日に転出＝柏市で期日前投票できる場合あり。ただし、

転出日により投票できる期間が異なる
※新住所地の選挙人名簿に登録されたかたは、柏市で投票できません。投票には

市区町村の市民課窓口で発行する「引き続き県内に住所を有する証明書」の提
示か、引き続き県内に住所を有することの確認(投票所で確認。確認には時間
がかかる場合あり )が必要です

投票所整理券
　投票所整理券を封書書式で世帯主宛てに郵送します。１通につき同居してい
るかた6人まで記載されていますので、投票に行くときは切り離して持参してく
ださい※紛失しても、選挙人名簿に登録されていれば投票可

根戸ふるさとセンターの投票所の変更
　これまで同センターで投票していたかたは、今回の選挙から投票所が変更と
なります。詳しくは、投票所整理券か市のホームページで確認してください。

代理投票と点字投票
　目の不自由なかた、病気やけがなどで自分で投票用紙に記入することが困難
なかたは、代理投票や点字投票を利用することができますので、投票所の係員に
申し出てください。

選挙支援カード
　投票の支援を希望するかたで、口頭による申し出が困難なかたは、市のホーム
ページからダウンロードした選挙支援カードを投票所受付に提出してくださ
い。

開票・得票発表
開票開始日時／4月9日㈰午後9時15分
所中央体育館
得票数の発表／午後10時を1回目として、開票終了まで30分ごとに発表します
※速報は市のホームページでも確認できます
他車での来場はご遠慮ください

　候補者の経歴・政見などについては、選挙公報でご確認ください。
自宅に届くかた／▶新聞を購読している (読売・朝日・毎日・東京・産経・日

本経済の6紙) ▶広報かしわの宅配を申し込んでいる▶選挙公報の宅配
を申し込んでいる

配架場所／市役所別館1階受付、近隣センター、出張所、柏駅前行政サービ
スセンター、新聞専売所、柏駅東口駅前ラック、市内の東武アーバンパー
クライン・つくばエクスプレス線各駅等※市のホームページでも閲覧可

候補者情報は選挙公報で

統一標語 考えよう 自分の未来を たくす者
　任期満了に伴う千葉県議会議員一般選挙は3月31日㈮に告示され、4月9日
㈰に投票が行われます。皆さんの未来を託す大切な一票を投票しましょう。
問選挙管理委員会事務局☎7167－1092・ 7167－1163

投票日時

午前7時～午後8時
4月9日㈰

千葉県議会議員一般選挙

　市では有権者の皆さんが安全に投票できるよう、投票所入り口での
アルコール消毒、鉛筆の消毒などを行います。鉛筆の持参もできます。

感染症対策について

当日投票できないかたは
期日前投票等をご利用ください
　投票日当日に仕事などで投票所へ行くことができないかたは期日前投票がで
きます。また、市外に滞在しているかたや病院などに入院・入所しているかたも
投票できる場合があります。

●期日前投票
　期日前投票には「宣誓書」の提出が必要です。宣誓書は投票所整理券の裏面に
記載してありますので、事前に記入をお願いします。

投票期間 投票時間 期日前投票所

4月1日㈯
～8日㈯

午前8時30分
～午後8時

市役所本庁舎１階ロビー
パレット柏

午前9時
～午後8時 リフレッシュプラザ柏

午前10時
～午後8時

ららぽーと柏の葉3階キッズプレイエリア (若柴)
イオンモール柏3階ノースブリッジ (豊町2丁目)
モラージュ柏2階モラージュホール (大山台2丁目)
　　　セブンパークアリオ柏3階ウエストウイング
特設会場(大島田1丁目)

4月6日㈭
～8日㈯

午前8時30分
～午後5時

　　　　　　　　　　 沼南庁舎1階ロビー

田中近隣センター体育室

高柳近隣センター

期日前投票所の新設と投票期間・時間の変更
　今回の選挙より、セブンパークアリオ柏に期日前投票所を新
設しました。また、沼南庁舎の期日前投票所の投票期間・時間が
変更になりましたのでご注意ください。
投票所のすいている時間を確認できます
　期日前投票所の混雑緩和のため、混雑状況を定期的に柏市選
挙管理委員会事務局のツイッター、市のホームページで公開し
ています。

●不在者投票
⃝市外に滞在しているかた
　仕事や旅行などで投票日当日に投票所へ行けないかたは、柏市選挙管理委員会
から投票用紙などの必要書類を取り寄せて、滞在する市区町村の選挙管理委員会
で不在者投票ができます。希望するかたは、お早めに取り寄せてください。
⃝病院などに入院・入所しているかた
　都道府県の選挙管理委員会が指定した病院や老人ホームなどに入院・入所して
いる場合は、その施設で不在者投票ができます。希望するかたは、お早めにその
施設の職員に申し出てください。

●郵便等による投票
　身体障害者手帳や戦傷病者手帳、介護保険の被保険者証をお持ちのかたは、身体
の状態により郵便等で投票できる場合があります。事前に証明書の交付を受ける
必要がありますので、お早めに柏市選挙管理委員会事務局にご相談ください。
　また、新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等をしているかたで、一定の
条件に該当するかたは、「特例郵便等投票」ができる場合があります。手続き期間
が決まっていますので、お早めに柏市選挙管理委員会事務局にご相談ください。

▲市のホームペー
ジはこちら

場所により
投票期間や投票時間が

異なります

投票期間・時間が変更

新設

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 



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

柏駅前行政サービスセンターが
日曜日に窓口を開設

　転入・転出が集中する時期の混雑緩和
のため、日曜日も窓口を開設します。
時3月19日・26日、4月2日・9日の各日
曜日午前8時30分～午後5時
取り扱い業務／住民異動届（転入届・転
出届等）、各種証明書の発行（住民票・印
鑑登録証明書・税証明書等）、印鑑登録、
戸籍の届け出（婚姻届・出生届等）、市税
等の収納など
所 問柏駅前行政サービスセンター☎7168
－5500

田中北小学校避難所の廃止と指定
　田中北小学校の移転に伴い、3月31日㈮
で現在の田中北小（大青田1536－1）の
避難所を廃止します。また、4月1日㈯
より、新たに田中北小（船戸1丁目7－1）
を避難所として指定します。
問防災安全課☎7167－1115

ごみ出しカレンダーを配布
　令和5年度版の「ごみ出しカレンダー」
を町会・自治会・区や住宅管理会社等を通
じて配布しています。3月中に届かない
場合は、次の場所で受け取ってください。
配布場所／環境サービス課（市役所本庁
舎4階）、沼南支所（沼南庁舎1階）、柏
駅前行政サービスセンター、近隣セン
ター・出張所（周辺地域分だけ）
問環境サービス課☎7167－1139

下水道が使えます
　次の区域7.32ヘクタールで、新たに
公共下水道が使えます。
対象区域／十余二字下大塚、字翁原、字
北庚塚、正連寺字北谷津、字屋敷内、字
出山、若柴字カハサワ、字馬具山の各一部
他該当区域の図面を閲覧可
所 問上下水道局経営企画課（上下水道局
庁舎3階）☎7136－2339

固定資産の縦覧
　令和5年度の土地・家屋価格等縦覧帳
簿の縦覧を行います。これは、納税者が
所有する土地・家屋の価格が適正である
かどうかを判断するための制度です。また、

本人所有の資産の価格等に関する内容に
ついては、固定資産課税台帳の閲覧制度
で確認することができます。
縦覧期間／4月3日㈪～5月1日㈪
所資産税課（市役所本庁舎2階）、沼南支
所（沼南庁舎1階）
対固定資産税の納税者か代理人
持自動車運転免許証等の本人確認がで
きるもの※代理人は委任状も必要
他納税通知書は4月3日㈪に発送
問資産税課☎7167－1125

監査結果を公表
　令和4年度の包括外部監査結果報告書
を公表しました。
閲覧場所／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）、
図書館（本館・分館）、市のホームページ
問監査事務局☎7167－1179

不動産の相続登記申請が義務化
	
　令和6年4月1日から、不動産の相続登
記の申請が義務化されます。また、100
万円以下の土地の相続登記の免税措置等
も令和4年度から拡充されています。
◎詳しくは法務省のホームページで確認を
問千葉地方法務局柏支局☎7167－3309

フレイル予防ポイントの 
チャージを忘れずに

　令和4年4月～9月に活動して取得し
た同ポイントの有効期限は3月31日㈮
です。失効する前に、専用端末でチャー

ジしましょう。
◎専用端末の場所など、詳しくは市の
ホームページで
問地域包括支援課☎7167－2318

かしわインフォメーションセンター 
のボランティアを募集

活動時間／午前8時45分～午後7時15分
※3交替制
活動場所／かしわインフォメーションセ
ンター（柏駅南口ファミリかしわ3階）
内市内のイベント・観光情報やおすすめ
のまち歩きルートなどを案内します
申4月30日㈰までに、同センターで配
布する申込用紙に必要事項を書いて、か
しわインフォメーションセンターへ
info@kamon.centerか直接持参を※申
込用紙は同センターのホームページから
ダウンロード可
活動内容説明会
時4月12日㈬・21日㈮午前10時30分～
11時30分
定各先着15人
申3月16日㈭午前9時から、同センター
へ info@kamon.centerか電話で
問同センター☎7128－5610・商工振
興課☎7167－1141

講 座・講 演

終活応援講座
時4月18日㈫午後1時～2時30分
所パレット柏
定先着20人　
内エンディングノートの書き方と自筆
証書遺言書保管制度について学びます
持筆記用具
申3月16日㈭午前9時から、紙面右上の
必要事項を書いて、成年後見サポートセ
ンター千葉県支部へ omoide4141@
gmail.comか電話で
問同支部☎7170－7740・柏市社会福
祉協議会☎7163－7676

催 　 し

芹沢銈介（せりざわけいすけ） 
作品展「花鳥風月」 

時3月22日㈬～7月2日㈰午前9時30分
～午後5時※月曜日は休室。祝日、振替
休日を除く
内自然の美しさを表現した作品の展示
申当日、会場へ直接
所 問郷土資料展示室（沼南庁舎2階）☎
7191－1450

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

東葛スケッチの会員展 13日㈭～16日㈰ 午前9時～午後6時
初＝午後1時　終＝午後4時

四季の風景を描く　淡彩会展
（水彩画） 22日㈯～25日㈫ 午前10時～午後6時

初＝正午　終＝午後4時

夢花アレンジ（生花アレンジ） 30日㈰～5月3日㈬ 午前9時～午後6時
初＝午後1時　終＝午後5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4月の催し ● ●
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納期限は3月31日（金）
国民健康保険料の第10期
問保険年金課 ☎7191－2594

介護保険料の第10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

柏市在宅医療・介護
多職種連携協議会

3月20日㈪午後
7時～9時

柏地域医療連携セ
ンター1階研修室

先着
5人

地域医療推進課
☎7197－1510

柏市第二清掃工場
運営委員会

3月23日㈭午前
10時～正午

南部クリーンセン
ター第二清掃工場
3階ホール

先着
15人

南部クリーンセンター
☎7170－7080

柏市立図書館協議会 3月23日㈭午後
2時～4時

ラコルタ柏（教育
福祉会館）4階集
会室1・2・3

先着
5人

図書館本館
☎7164－5346

柏市交通政策審議会
地域公共交通部会

3月24日㈮午前
10時～正午

上下水道局庁舎4
階401・402会議
室

先着
10人

交通政策課
☎7167－1219

柏市自殺予防対策
連絡会議

3月30日㈭午前
9時30分～正午

市役所本庁舎5階
第5・6会議室

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	3月16日㈭
午前9時30分から、同館へ電話で

セーターからサ
イドリボンベス
ト作り

5日㈬午前10時～午後
4時。先着6人。100円

段ボールを使っ
た生ごみ堆肥化
講座

15日㈯午前10時～正
午。先着15人。無料

古布からおしゃ
れハット作り

18日㈫午前10時～午後
４時。先着6人。350円

牛乳パックで高
い六角椅子作り

21日㈮午前10時～午後
４時。先着6人。300円

包丁研ぎ教室 23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）

23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 ！

4 月 教の 室

手賀沼周遊レンタサイクルの利用開始
　手賀沼周遊レンタサイクルの利用が、3月25日㈯から始まります。
サイクルステーションで借りた電動自転車以外の自転車は、全ての
ステーションで返却が可能です。

サイクルステーション 所在地 問い合わせ

道の駅しょうなん 箕輪新田59－2 道の駅しょうなん
☎7190－1131

北柏ふるさと公園 呼塚新田204－2
柏市みどりの基金
☎7160－3120

☎080－3475－9380
（土・日曜日、祝日）

サイクルパーク我孫子南 我孫子市本町2丁目4－15 我孫子市シルバー人材センター
☎7188－2204

☎090－4520－3603
（土・日曜日、祝日）

手賀沼公園 我孫子市若松1
手賀沼親水広場の多目的広場
駐車場

我孫子市高野山新田184
－1

費 	500円（小学生以下300円。クロスバイク・マウンテンバイクは
700円、電動自転車は1,000円）

申当日、各サイクルステーションへ直接
◎	詳しくは市のホームページを見るか各サイクルステーションへ
問い合わせを ▲	市のホームペー

ジはこちら



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

催  し（続き）

安全安心キャンペーン
時3月18日㈯午前11時～午後4時
所セブンパークアリオ柏（大島田1丁目）
内落語家・桂右團治（かつらうだんじ）
さんによる防犯落語、防犯講話、交通安
全体験コーナー、白バイの展示など
問防災安全課☎7167－1115

柏市民ハカ×ラグビー体験会
時3月29日㈬正午～午後1時30分
所県立柏の葉公園総合競技場
内先住民族マオリ族出身のカール・ポキ
ノさんから柏市オリジナル「ハカ」を教
わった後、ラグビーを体験します
申3月23日㈭午後10時までに、柏市ラグ
ビーフットボール協会のホームページで
◎詳しくは市のホームページで
問柏市ラグビーフットボール協会（吉
田）☎090－3084－0391・スポーツ課
☎7167－1133

「インクルーシブ～メリメロ 
音楽会」メンバーを募集

　5月14日㈰に開催される柏市民活動
フェスタの舞台で、トーンチャイムを演
奏するメンバーを募集します。障害のあ
る人もない人も一緒に交流しながらトー
ンチャイムを練習します。
活動日時／▶①4月2日㈰・23日㈰、5
月7日㈰午前10時～11時30分▶②5月
14日㈰午前10時30分～11時30分（計
4回）
所①＝アミュゼ柏②＝柏駅東口ファミ
リー広場

対市内在住・在学で小学生以上のかた、
先着8人
申3月16日㈭午前10時から、市民活動
サポートコーナー（パレット柏）へ電話
か直接
問同コーナー☎7163－1143

スプリングウィーク
開催期間／3月25日㈯～5月7日㈰
春のワークショップまつり＆ハンドメイ
ドマルシェ
時4月1日㈯・2日㈰午前10時～午後3時
内子どもから大人まで楽しめる4種類の
ワークショップ、手作りの布小物などの
販売
チューリップフェスティバル
時4月8日㈯・9日㈰午前9時30分～午後
3時※荒天中止
内柏市産の農産物の販売、模擬店、お
茶会（9日だけ）、消防車の展示、消防服
体験など
申当日、会場へ直接
◎ワークショップの費用や申し込み方法
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

タケノコ収穫体験
時4月8日㈯・15日㈯・22日㈯※いずれ
も午前9時～11時・午前11時～午後1
時。雨天時は翌日に延期
所小川農園（岩井）
定各回先着30人
費1組1,500円（ 5人まで）※タケノコ1
キログラム1,000円の購入を
持汚れてもよい服装、手袋、長靴
申3月16日㈭午前9時から、紙面右上の
必要事項と希望日時・参加人数を書いて、

農菜土へファクスか同ホームページで
問 農菜土（鹿倉農園）☎・ FAX 7137－
7318、農政課☎7167－1143

カシニワ・ウォーク
時4月10日㈪午前9時～正午※雨天時は
翌日に延期
集合・解散／高柳駅
対5キロメートル程度の道のりを歩ける
かた、15人
内カシニワ登録地を中心に、見頃を迎
えるチューリップや庚申塔（こうしんと
う）など高柳の名所を歩きます
費500円
持飲み物、歩きやすい服装
申3月23日㈭までに、はがきに紙面右上
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3月31日㈮までに通知
問柏市みどりの基金☎7160－3120

田植え体験
時5月13日㈯午前10時～正午※雨天時
は翌日に延期
所あけぼの山農業公園
定60組
内田んぼに稲の苗を植えて秋に稲刈り
をし、収穫後には精米5キログラムを持
ち帰ることができます
費1組4,000円
持汚れてもよい服装、長靴、着替え
申4月5日㈬までに、往復はがきに紙面右
上の必要事項と参加人数を書いて、〒277
－0822布施下127－1　トマトハウスへ
郵送（必着）で※応募者多数の場合は抽選
問トマトハウス☎7134－9920・農政
課☎7167－1143
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柏市かわら版

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 4月5日㈬午前10時30分～11時 乳幼児と保護
者、先着8組

②和の香を愉（たの）しむ「お香
学」春の香づくり　

4月8日㈯、5月13日㈯、6月10日㈯
※いずれも午後0時10分～1時20分・
午後1時40分～2時50分

各回先着7人

③本と花の広場@柏2023 4月9日㈰午前10時～午後4時 どなたでも
④美学講座「ボディメイクで、
ぽっこりお腹にさようなら」 4月10日㈪午後3時30分～5時 先着13人

⑤スマホ・パソコン無料相談 4月14日㈮午前10時～午後4時 先着20人
費②=3,000円④＝1,000円
申3月16日㈭午前9時から、パレット柏へ①・④・⑤=電話で②=紙面右上の必要

事項を書いて、 palettekashiwa.mail@gmail.comか電話で③＝当日、会場
へ直接

　犬を飼っているかたは、1頭につき生涯1回の登録と毎年1回の狂犬病予防接種が
義務付けられています。注射は、動物病院か集合注射会場で接種してください。
対生後91日齢以上の健康な犬
費1頭3,500円※マイクロチップ未装着で新たに登録する犬は1頭6,500円
持事前に記入した問診票
申当日、会場へ直接

他▶マイクロチップ装着犬は事前に飼い主情報の登録を▶他市町村から転入した場合
は、マイクロチップ情報の書き換えや住所変更の届け出を▶市の登録がない、1カ
月以内に予防注射を受けた、発情期間中の犬は不可▶問診の結果により注射を受け
られない場合あり▶飼い主が落ち着かせることができない犬は注射を受けられない
場合あり▶犬のふん尿の後始末ができる用意を▶車での来場は不可▶動物病院で注
射を受けた場合は届け出を▶海外渡航に連れて行く予定の犬は動物病院での注射を

◎詳しくは市のホームページを見るか問い合わせを
■集合注射会場※雨天中止

と　き ところ

4月10日㈪

午前9時30分～9時50分 稲荷峠2号公園
午前10時10分～10時25分 南高柳向原公園
午前11時～11時15分 藤ケ谷ふれあい公園　
午前11時45分～午後0時5分 塚崎運動場駐車場

4月11日㈫

午前9時30分～9時40分 布瀬構造改善センター
午前10時～10時10分 手賀構造改善センター
午前10時30分～10時40分 泉ふるさとセンター
午前11時15分～11時40分 手賀の杜しらかしの公園
午後0時5分～0時20分 みどり台公園（緑台6－5）

4月12日㈬

午前9時30分～9時50分 藤ノ台第一公園
午前10時15分～10時30分 柏楽園ふるさと会館脇
午前11時～11時25分 酒井根第二公園
正午～午後0時40分 中原ふれあい防災公園

4月14日㈮
午前9時30分～9時45分 関場町ゲートボール場  
午前10時10分～10時50分 千代田町公園
午前11時30分～正午 中新宿ふるさとセンター駐車場

4月15日㈯

午前9時30分～9時55分 しいの木公園※1
午前9時55分～10時20分 しいの木公園※2
午前10時55分～11時15分 南部公園※1
午前11時15分～11時35分 南部公園※2
午後0時20分～0時50分 沼南庁舎駐車場※1
午後0時50分～1時20分 沼南庁舎駐車場※2

と　き ところ

4月17日㈪

午前9時30分～9時55分 高柳近隣センター駐車場
午前10時30分～10時50分 名戸ケ谷運動広場
午前11時35分～正午 旭町近隣センター駐車場
午後0時20分～0時35分 豊上町第一公園

4月18日㈫

午前9時40分～10時 中十余二第二公園
午前10時25分～10時45分 西十余二第一公園
午前11時25分～11時40分 北部緑地
午後0時10分～0時30分 花野井公会堂

4月20日㈭
午前9時45分～10時15分 富勢運動場入口駐車場
午前10時55分～11時20分 松葉第一近隣公園
午前11時40分～正午 松ケ崎第一公園

4月21日㈮
午前9時30分～10時 万福寺駐車場（増尾4丁目）
午前10時55分～11時15分 西光院駐車場（篠籠田）
午前11時45分～午後0時10分 高田緑地

4月22日㈯

午前9時30分～9時45分 柏ビレジ近隣公園※1
午前9時45分～10時5分 柏ビレジ近隣公園※2
午前10時45分～11時 布施第二公園※1
午前11時～11時20分 布施第二公園※2
午後0時10分～0時45分 ウェルネス柏※1
午後0時45分～1時20分 ウェルネス柏※2

来場者分散のため、※1＝犬の番号が奇数のかた※2＝犬の番号が偶数か複数頭の接種のか
たとします。犬の番号は、市から送付するお知らせで確認を

犬の登録と狂犬病予防集合注射のお知らせ 問動物愛護ふれあいセンター☎7190－2828



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

富勢ヨーガ教室
時4月14日〜6月2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6,000円
持運動ができる服装、タオル、飲み物
申3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
問中央体育館☎7179−5755

中央体育館の催し
①健康ヨガ教室A・②健康ヨガ教室B
時4月11日〜5月30日の毎週火曜日①＝
午前9時30分〜10時30分②＝午前11時
〜正午（各計8回）
内やさしいポーズと呼吸法で、心身と
もにリフレッシュします
③ナイトピラティス教室
時4月11日〜5月30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
④マットピラティス教室
時4月12日〜5月31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
⑤初級ヨガ教室
時4月13日〜6月1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
⑥いきいき体操教室
時4月14日〜6月2日の毎週金曜日午後
1時30分〜2時30分（計8回）
内大筋群や深部筋を刺激し、体のバラ
ンスを整えます

《共通》
対18歳以上のかた、各先着50人
費各6,000円
持運動ができる服装、タオル、飲み物
申①＝3月16日㈭②＝3月17日㈮③＝3
月18日㈯④＝3月20日㈪⑤＝3月19日
㈰⑥＝3月21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

沼南体育館の催し
①沼南ナイトヨーガ教室
時4月11日〜5月30日の毎週火曜日午後
7時15分〜8時15分（計8回）
②初級ピラティス教室
時4月12日〜6月7日の毎週水曜日午前
9時30分〜10時30分※5月3日を除く。
計8回

③沼南ナイトピラティス教室
時4月13日〜6月8日の毎週木曜日午後7
時15分〜8時15分※5月4日を除く。計8回
④沼南ヨーガ教室
時4月14日〜6月9日の毎週金曜日午前
9時30分〜10時45分※5月5日を除く。
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＝6,000円④＝7,040円
持運動ができる服装・室内履き、タオル、
飲み物
申①＝3月16日㈭②＝3月20日㈪③＝3
月19日㈰④＝3月21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

キッズ

親子の絆づくりプログラム 
「赤ちゃんがきた！」

時4月25日〜5月16日の毎週火曜日午
前10時〜正午（計4回）
対 令和4年11月17日〜令和5年2月25
日生まれの乳児と初めて子育てをしてい

る母親、先着10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3月16日㈭午前10時から、しこだ児
童センターへ電話で
所 問しこだ児童センター☎7145−2522
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と　き 催　し
17日㈮午前11時
〜11時30分

読み聞かせ、手遊び、
歌

19日㈰午後2時〜
2時30分

読み聞かせ、手遊び
23日㈭午後3時〜
3時30分

24日㈮午前11時
〜11時30分 わらべうた遊び

25日㈯午後1時30
分〜2時30分

手作りおもちゃ遊び、
読み聞かせ

28日㈫午後2時〜
2時30分

フルートとバイオ
リンによるアンサ
ンブル

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
3月後半の催し

※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！

豊四季台児童センター☎7144−5363
●トントン大工さんに挑戦！
のこぎりや金づちを使って簡単な木片工
作をします
時3月25日㈯午前9時
45分～正午 対小学生、
先着8人 申3月17日㈮
午後2時～☎で

高柳児童センター☎7190−1348
●ファミリーデー「みんなで遊ぼう！プ
ラレール」
線路を自由につなげて遊びます
時3月26日㈰午前10時30分～11時30
分 対乳幼児～小学生、先着25人※未就
学児は保護者同伴 申当日、会場へ直接

布施遊戯室（布施近隣センター内）
☎7135－3960（午後1時〜 5時）

●ふせフェスタ
ピクニックごっこや魚釣り、工作などを
楽しみます
時3月27日㈪午前10時15分～11時 対
乳幼児～小学生、先着35人※未就学児
は保護者同伴 申3月16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

●グーチョキパーおはなし会
人形劇「おおきなかぶ」などを鑑賞します
時3月28日㈫午前10時30分
〜11時15分 対 幼児〜小学
生、先着40人※未就学児は
保護者同伴 申3月16日㈭午
後2時〜☎で

■合気道体験
時4/15・22・29、5/6・13の15
時30分〜16時30分 所中央体育
館 対小学生 費無料 問対馬（つ
しま）☎080−1088−7755
■長全寺門前市
時3/21の10時～14時 所 長全
寺（柏6丁目） 内季節野菜や手
作り品など 費無料 問長全寺門
前市運営委員会☎7167−2420

■若い芽のコンサート
時3/26の13時〜17時30分 所
アミュゼ柏 内年長～高校生に
よるバイオリン・チェロのコン
サート 費無料 申要予約 問竹内
☎050−7107−4939
■柏落語会「第200回記念寄席」
時4/9の14時～16時 所たんぽ
ぽセンター（柏下） 費2,000円 
申要予約 問安藤☎7133−6280

■柏市合唱の集い
時7/30の10時～18時 所市民
文化会館大ホール 対柏市合唱
連盟に未加入の団体 費1,200
円 申要予約 問佐々木☎090−
2483−2876
■千葉中美2023.アートワー
ク展
時4/2～6の10時～18時（ 4/2
は14時から、4/6は15時まで） 

所アミュゼ柏 費無料 問和倉
（わくら）☎7146−5659
■混声合唱団明響演奏会
時4/22の14時～16時 所市民
文化会館大ホール 内フォーレ

「レクイエム」 費2,500円（高
校生以下1,000円 ） 問 熊井☎
7139−3553
■初めてのキーボード体験会
時4/20の13時30分〜14時30
分 所アミュゼ柏 定先着5人 費
500円 申要予約 問久田（ひさ
だ）☎070−8541−0704

■もっともっとウオーク「旧手
賀教会堂と長屋門めぐり」
時 4/13の9時30分 〜14時30
分 所湖北駅集合（我孫子市） 費
500円 問古宮☎090−3345−
8750
■生涯学習セミナー「大人になっ
た我が子に今伝えたい事」
時3/26の10時〜11時30分 所
アミュゼ柏 費無料 申要予約 
問福村☎090−4915−6447

● 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

●ロコモ体操新田原
第1・2・4㈫9時30分、新田原
近セ。初心者歓迎。 1,500円。
林☎7191−1353
●社交ダンス「 ローズマリー」
毎㈮15時、豊四季台近セ。
1,000円、 3,100円。中村☎
080−3024−5966
●フルートサークルカンター
ビレ
毎㈯13時、ひまプラ。楽器があ
るかた。 1,000円、 4,000円。
笛木☎090−3136−1893
●らくらく健康ヨーガ
第1・3㈬10時、しいの木台会
館。 2,000円。阿部☎090−
3474−3504

●英会話サークルABC
月3回 ㈯15時、 ア ミ ュ ゼ 柏。
初 心 者 歓 迎。 3,000円、
3,500円。外国人講師が指導。
佐々木☎090−1118−4001
●手品「TOMAC（トマック）」
第1・3㈯10時、アミュゼ柏ほか。
初 心 者 歓 迎。 2,000円。
3,000円。笹嶋☎7149−5839
●ペン・筆ペン「 水葉会 」
第2・4㈬13時、増尾近セ。
1,500円。体験可。三浦☎7169
−0359
●書道「菁松会（せいしょうかい）」
月2回㈯12時、パレット柏。
1,000円、 3,000円。都田（み
やこだ）☎7164−3995

●社交ダンス「 エナジー」
毎㈬14時、ひまプラ。未経験
者、男性歓迎。 1,000円、
2,000円。プロが指導。榎本☎
070−1434−9560
●千葉県剣道連盟居合道部柏
支部
毎㈰・㈭18時、柏三小。初心
者歓迎。全剣連居合と田宮流の
稽古。 2,000円、 2,000円。
飯塚☎7175−1381
●サンセットストレッチ
月3回㈮15時、パレット柏。疲
れにくい体 作り。 1,000円、

2,500円。後藤☎090−6654
−3614
●社交ダンス「 カサブランカ 」
毎㈫15時30分、豊四季台近セ。

1,000円、 3,100円。中村
☎080−3024−5966

●山の会ひだまり
第2㈯6時30分、柏駅集合。初
心者歓迎。日帰り登山。 500
円。堀☎090−1426−7816（18
時以降）
●手編みグループ
第2・4㈭10時、増尾近セ。初
心者歓迎。かぎ針編みや棒針編
み。 1,000円、 1,500円。
増渕☎7172−1358
●英語「Reading：シャコンヌ」
第1㈮12時30分、アミュゼ柏

ほか。英文雑誌「タイム」や洋
書を読む。見学可。 500円。
関根☎090−5775−5788
●源氏を楽しむ会
第1㈭10時、西原近セ。 800
円。石渡☎7154−5964
●柏ジュニアストリングオー
ケストラ
月2回㈰9時30分、ひまプラ。

5,000円、 2,000円。佐藤
☎090−9822−8554

＝入会金、㊊＝月会費、
＝年会費サークル会員募集

◆5月から広報かしわをリニューアル◆
《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・サークルの催しの掲載は年度内2回まで
●4月から15日号の発行はなし



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

※3月6日現在の情報

新型コロナワクチンに関する情報
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

4月から柏市新型コロナワクチンコールセンターの
開設日が変更
　4月1日㈯以降、ワクチンに関する問い合わせは、下記の時間にお願いします。
受付時間／午前8時30分～午後5時15分※土・日曜日、祝日を除く

集団接種は3月25日㈯で終了
　市で行っている集団接種は、3月25日㈯で終了となります。
集団接種会場での接種を希望するかたは、お早めにご検討くだ
さい。なお、予約なし接種も行っています。
　集団接種終了後、オミクロン株対応ワクチンの接種を希望す
るかたは、個別接種を行っている医療機関をご利用ください。 ▲集団接種につ

いてはこちら

小児用オミクロン株対応ワクチンの3回目接種が開始

　3月22日㈬から、市内医療機関でファイザー社小児用オミク
ロン株対応ワクチンを使用した3回目接種が始まります。詳し
くは、市のホームページをご覧ください。

▲小児用ワクチンに
ついてはこちら

　より多くの市民の皆さんに、市の情報をお届けするため、5月から広報か
しわの配布方法を全世帯を対象としたポスティングに変更します。

《変更点》
発行回数／月1回。4月から15日号は発行なし
配布方法／発行月の前月下旬に、ご自宅のポストに直接投函（とうかん）
　　　　　（例）5月号（5月1日発行分）は、4月26日㈬から順次配布

今後の新型コロナワクチン接種について
　ワクチン接種について、4月以降も無料（公費負担）で接種することがで
きるよう、現在、国で検討しています。国の方針が決まり次第、市のホー
ムページ等でお知らせします。

　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▶︎

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

広報広聴課☎7167－1175・FAX7166－8289

　会場を埋め尽くしたエネオスファンの熱い応援を受け、ENEOSサンフラワーズが新潟アルビレックスBBラビッツとのホームゲーム2連戦を勝利で飾りました。

＠中央体育館

広 

報

令和5年（2023年）

3.15
No.1669

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。
　詳しくは広報広聴課（☎7167−1175）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
432,540人（前月比113人増）
●男　213,417人　　●女　219,123人　
●世帯数　195,375世帯（前月比105世帯増）

（5.3.1 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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