
「選択と集中」で
　　持続可能なまちづくりを
　令和５年度の当初予算では、柏市が将来にわたって持続可能なまちで
あり続けるために、7つの重点分野に優先して財源を配分し、本当に必要
と考える施策を中心に予算を編成しました。　　　　　　　　　　　　
　まず、「子育てしやすい“まち”柏の実現」に向けて、柏駅前の旧そごう柏
店アネックス館に子育て支援の複合施設を開設します。送迎保育ステー
ションやこども図書スペースを含めた遊びの広場など、乳幼児から若者
まで成長に合わせて利用できる、柏市の子ども・子育て支援のシンボルと
なる施設になります。これから内部の整備に取り掛かりますが、店舗だっ
た時の吹き抜けを生かして、開放的な空間にしていく予定です。　  　　
　他にも、18歳までの医療費助成や柏たなか駅前公園内（セナリオハウ
スパーク柏たなか）に子育て支援施設を開設するなど、安心して子育てで
きる環境の充実を図っていきます。　　　　　　　　　　　　　　　　

　また、まちの魅力向上を図るため、北柏ふるさと
公園に隣接する手賀沼のほとりにデッキを作り、
沼を活用して地域の活性化につなげる予算や、ス
タートアップ企業の支援を強化し、世界有数のスタートアップ企業が集
まるまちづくりに取り組む予算を計上しました。　　　　　　　　　　
　一つの事業だけでまちづくりが完成するわけではありませんが、柏に
は、手賀沼や柏の葉エリアなど、大きな可能性を持っている場所がたくさ
んあります。市としても、継続的に支援や働きかけを行い、地域住民とと
もにまちづくりを進めていきたいと思います。　　　　　　　　　　　
　一方で、予算を組むにあたっては、健全な財政を保ち、将来への負担に
も配慮しなくてはなりません。この予算に基づき、今年度も「住みやすい
まち No1・柏」に向けて、市政運営を進めてまいります。　　　　　　　 

    市長のスマイル通信

誰もが
いきいきと学べる
環境の構築

健康寿命の
延伸に向けた
予防・健康づくり

交流人口の
拡大に向けたまちの

魅力向上

スタートアップ・
創業支援による
地域活力の向上

子育てしやすい
“まち”柏の実現

自治体DXを
加速させる
体制づくり

カーボン
ニュートラルに
向けた脱炭素
地域づくり

　令和5年度の当初予算では、子育て世代の支援や教育環境の整
備、まちの魅力向上などの重点施策を中心に予算を編成しました。
今号では、皆さんの生活に関わる事業についてお知らせします。
問財政課☎7167－1120・ 7167－1210

令和5年度当初予算
7つの重点分野と
主な事業
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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
P4〜6…4月から市の組織が変わります／子ども医療費助成の
対象を18歳まで拡大／金属製止水板の設置工事費の助成を開
始／新型コロナ関連情報／放射線対策NEWS　ほか
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特  集 令和5年度当初予算

主な使い道主な使い道

一般会計歳入 一般会計歳出

自主財源
847億1千万円（56.5％）

市税など

自主財源
847億1千万円（56.5％）

市税など

依存財源
652億円（43.5％）
国からの交付金など

依存財源
652億円（43.5％）
国からの交付金など

民生費…子育て・福祉など
衛生費…医療・ごみ処理など
教育費…学校教育など
土木費…道路・公園など
総務費…税務・戸籍など
公債費…借りたお金の返済
消防費…消防の運営・整備など
その他…議会費・商工費など

民生費…子育て・福祉など
衛生費…医療・ごみ処理など
教育費…学校教育など
土木費…道路・公園など
総務費…税務・戸籍など
公債費…借りたお金の返済
消防費…消防の運営・整備など
その他…議会費・商工費など

民生費
715億5千万円

（47.7%）

民生費
715億5千万円

（47.7%）

衛生費
194億7千万円
（13.0%）

衛生費
194億7千万円
（13.0%）

土木費
133億6千万円

（8.9%）

土木費
133億6千万円

（8.9%）

総務費
102億6千万円（6.8%）

総務費
102億6千万円（6.8%）

教育費
165億1千万円

（11.0%）

教育費
165億1千万円

（11.0%）

歳出合計
1,499億
1千万円
（100%）

歳出合計
1,499億
1千万円
（100%）

その他  38億円（2.6%）その他  38億円（2.6%）

消防費　52億5千万円（3.5%）消防費　52億5千万円（3.5%）公債費 
97億1千万円（6.5%）

公債費 
97億1千万円（6.5%）

歳入合計
1,499億
1千万円
（100%）

歳入合計
1,499億
1千万円
（100%）

　市が自主的に調達
できる収入を「自主
財源」といい、その多
くは皆さんが納めた
市税です。

　「依存財源」とは、
国や県から交付・割
り当てられる財源や
銀行からの借り入れ
のことを指し、国・県
からの交付金は、使
い道が決められてい
ます。

　柏市公式LINEの機能を拡張し、4月下旬から住民票の
写しの請求や手数料の支払いができるようになります。
問DX推進課☎7167－1118・ 7167－6644

事業費：958万円

LINE（ライン）による

オンライン申請で

行政手続きが可能に

主な使い道主な使い道

一般会計歳入 一般会計歳出

自主財源
847億1千万円（56.5％）

市税など

自主財源
847億1千万円（56.5％）

市税など

依存財源
652億円（43.5％）
国からの交付金など

依存財源
652億円（43.5％）
国からの交付金など

民生費…子育て・福祉など
衛生費…医療・ごみ処理など
教育費…学校教育など
土木費…道路・公園など
総務費…税務・戸籍など
公債費…借りたお金の返済
消防費…消防の運営・整備など
その他…議会費・商工費など

民生費…子育て・福祉など
衛生費…医療・ごみ処理など
教育費…学校教育など
土木費…道路・公園など
総務費…税務・戸籍など
公債費…借りたお金の返済
消防費…消防の運営・整備など
その他…議会費・商工費など

民生費
715億5千万円

（47.7%）

民生費
715億5千万円

（47.7%）

衛生費
194億7千万円
（13.0%）

衛生費
194億7千万円
（13.0%）

土木費
133億6千万円

（8.9%）

土木費
133億6千万円

（8.9%）

総務費
102億6千万円（6.8%）

総務費
102億6千万円（6.8%）

教育費
165億1千万円

（11.0%）

教育費
165億1千万円

（11.0%）

歳出合計
1,499億
1千万円
（100%）

歳出合計
1,499億
1千万円
（100%）

その他  38億円（2.6%）その他  38億円（2.6%）

消防費　52億5千万円（3.5%）消防費　52億5千万円（3.5%）公債費 
97億1千万円（6.5%）

公債費 
97億1千万円（6.5%）

歳入合計
1,499億
1千万円
（100%）

歳入合計
1,499億
1千万円
（100%）

　これまで行っていた家庭向けの補助に加え
て、事業所の脱炭素化や輸送に関するCO2削減
を目的とした、事業所建物内の LED化や宅配用
EVトラックの購入などにかかる費用を補助し
ます。
問環境政策課☎7167－1695・ 7163－3728

事業費：3,955万円

柏市ゼロカーボンシティ促進総合補助金の交付

　アフターコロナの社会を見据えて、さまざまな課題に取り組
むための予算を編成しました。主な事業を紹介します。令和 5 年度の主な取り組み

　一般会計当初予算は、令和4年度と比べ1パーセント増の1,499億1千万円、これに特別会計と
企業会計を加えた予算総額は0.9パーセント増の約2,597億1,600万円です。令和 5 年度  一般会計

一般会計歳入 一般会計歳出

子育てしやすい“まち”柏の実現

自治体DXを加速させる体制づくり カーボンニュートラルに向けた脱炭素地域づくり

　令和5年度中に送迎保育ステーションを開設し、柏駅周辺に分散していた乳幼児一時預か
りや妊娠子育て相談センターなどの既存機能を、令和6年度以降順次集約していきます。遊
びの広場、こども図書スペース、中高生世代の居場所などの新たな機能も追加します。
問こども政策課☎7170－2692・ 7165－0081

　令和6年1月、柏たなか駅
前公園内（セナリオハウス
パーク柏たなか）に子育て
支援施設の開設を予定して
います。併せて「はぐはぐ
ひろば若柴」の機能を移転
することで、妊娠中のかた
や未就学のお子さんを持つ
かたが、子育てに関する悩
みの相談や他の親子と交流
できる施設となります。
問子育て支援課☎7168－
1034・ 7162－1055

事業費：4億373万円

柏駅前に（仮称）柏市子ども・子育て支援複合施設を開設

　対象年齢を18歳に達する年度末まで拡大し、子育て世帯の経済
的負担軽減につなげます。詳しくは本紙5面をご覧ください。
問こども福祉課☎7128－9923・ 7165－0081

事業費：2億2,683万円

子ども医療費の助成対象を18歳まで拡大

柏たなか駅前公園内に

子育て支援施設を開設

事業費： 3,031万円

▲送迎保育ステーション（イメージ）

▲子育て支援施設（イメージ）

▲こども図書スペース（イメージ）

送迎保育ステーションなどの新しい機能が加わった
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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 

特  集令和5年度当初予算

　日常的に家族の世話や介護を担うヤングケア
ラーや児童虐待等を早期に発見し、必要に応じ
て支援につなげるために必要不可欠な福祉の専
門家であるスクールソーシャルワーカーを市立
中学校全校に配置します。
問児童生徒課☎7191－7210・ 7191－1212

　北部地区の人口増加に伴い、既存の25教室に加え11教室を増築します。増築校舎は
今年度から工事に着手し、令和7年4月の利用開始時には生徒数がおよそ1,200人の大
規模な中学校となる見込みです。
問教育施設課☎7191－7379・ 7191－1660

　近年の猛暑による熱中症リス
クへの対応として、令和6年度に
市立中学校全21校の体育館に空
調を設置するため、設計に着手
します。
問教育施設課☎7191－7379・
   7191－1660

事業費：8,510万円

事業費：3億3,580万円

事業費：1億500万円

　経済面や家庭環境などに左右されることなく、子どもたちが将来に向けて夢や目標を
持てるよう、児童扶養手当や生活保護などを受給する家庭の小学4年生～高校生を対象
に生活・学習支援を行っています。
　これまで受験を控えた中学3年生と高校生を対象としていた学習面を重視した中高
生等コースを、令和5年度からは中学2年生も対象とします。
問こども福祉課☎7167－1595・ 7165－0081、生活支援課☎7167－1138・
　7163－9111

事業費：7,534万円

子どもの生活・学習支援の対象を拡大

スクールソーシャルワーカーを

全ての市立中学校へ配置
田中中学校校舎の増築工事

　給食調理中の暑さ対策として、エアコン設置方法を調査します。
問学校給食課☎7191－7376・ 7191－1212

事業費：1,500万円

自校方式給食室の空調設置方法を調査

市立中学校体育館に空調を設置

　市立柏病院の現地建て替えに向けて、配置図・平面図・外観デザインなどを定め
る基本設計を行います。
　建て替え後の新病院では、脳神経外科などの診療科目を増設するほか、病床を
40床増床し240床にします。また、重症患者を受け入れる HCU（高度治療室）や患
者サポートセンターを新たに設置するなど、患者サービスの充実を図る予定です。
問医療公社管理課☎7134－6795・ 7134－3838

　介護支援専門員（ケアマネジャー）の
処遇改善のための補助や介護サービス
従事者に対して資格取得費用の助成等
を行います。
　また、市内の介護サービス事業者が
一堂に集まる合同就職相談会等を行い
ます。
問高齢者支援課☎7168－1996・
　7167－1282

事業費：1億3,500万円

事業費：7,243万円市立柏病院の現地建て替えと機能の充実 介護人材の確保

　手賀沼エリアは、市内外から誘客できる発展性を持つ地域であり、市では交流人
口拡大に向けてこの魅力を生かしたまちづくりに取り組んでいます。その取り組
みの一つとして、北柏ふる
さと公園の隣接地に水辺
空間を楽しむことができ
るウッドデッキの設置を
検討しています。今年度
はこのウッドデッキの整
備に向けた護岸設計に着
手します。
問公園緑地課☎7167－
   1148・ 7167－2266

　柏の葉地区に多く集まる学術研究機関や産業支援機関と連携し、スタートアッ
プの支援に取り組みます。

事業費：2,108万円 事業費：3,300万円北柏ふるさと公園の整備 スタートアップを支援

誰もがいきいきと学べる環境の構築

交流人口の拡大に向けたまちの魅力向上

健康寿命の延伸に向けた予防・健康づくり

スタートアップ・創業支援による地域活力の向上

インキュベーション施設入居賃料を補助
東大柏ベンチャープラザ等を卒業した企業が、市内民間インキュベーション施設
に入居した際の賃料を補助
スタートアップコンシェルジュを配置
市内で創業予定のかたやスタートアップ企業に対して、専門家による相談を支
援
スタートアップ PRイベント
事業内容を PRするためのシンポジウムやビジネ
スコンテストなどを開催
問商工振興課☎7167－1141・ 7162－0585



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

4月から市の組織が変わります
問経営戦略課☎7167－1117・ 7167－1210

　 4月1日付で組織の改編を次のとおり行いました。この改編により、保健所は健康医療部の内部組織となります。

■組織改編一覧
旧課名 新課名

主な業務内容 場所
部 課・室 部 課・室

保健福祉部

福祉政策課 健康政策課 健康・医療に関する政策の推進、健康危機管理の総括 ウェルネス柏3階
高齢者支援課 高齢者支援課 介護保険制度の運営と普及、高齢者の生活支援 市役所別館2階

地域包括支援課 地域包括支援課 生活支援・介護予防事業、高齢者の権利擁護 ラコルタ柏（教育福祉
会館）1階

地域医療推進課 地域医療推進課 地域医療に関すること 柏地域医療連携セン
ター1階

医療公社管理課 医療公社管理課 病院事業・介護老人保健施設事業に関すること 介護老人保健施設は
みんぐ1階

保健所

地域保健課 地域保健課 地域保健・母子保健の推進

ウェルネス柏3階

健康増進課 健康増進課 健康増進施策の企画と実施、予防接種・新型コロナウイルス
ワクチンに関すること

総務企画課

保健所

総務企画課 地域保健の調査・企画、医事薬事に関すること 

保健予防課 保健予防課 感染症・疾病対策、精神保健福祉、新型コロナウイルス感染
症対策

生活衛生課 生活衛生課 環境衛生・食品衛生に関すること
動物愛護ふれあいセンター 動物愛護ふれあいセンター 動物愛護・管理、狂犬病に関すること

衛生検査課 衛生検査課 健康危機事案の検査 ウェルネス柏4階

市民生活部
保険年金課 保険年金課 国民健康保険・後期高齢者医療に関すること

市役所本庁舎1階
国民年金室 国民年金室 国民年金に関すること

保健福祉部

福祉総務課

福祉部

福祉政策課 福祉に関わる施策に関すること、衛生援護に関わる施策に
関すること 市役所別館2階

法人指導課 指導監査課 社会福祉法人・介護サービス事業者・障害福祉サービス事業
者・私立保育園等の認可と指導監査 市役所別館4階

障害福祉課 障害福祉課 障害者福祉に関すること 市役所別館2階
生活支援課 生活支援課 生活保護に関すること 市役所別館1階

生涯学習部 教育総務課

教育総務部

教育総務課 教育委員・教育長の秘書業務、教育委員会議・教育委員会事務局
職員の人事管理と教育計画の統括等

沼南庁舎3階
教育政策課 重要な教育施策の計画策定等、教育行政の総合調整、教育改

革の推進、小・中学校の適正配置

学校教育部
教育施設課 教育施設課 教育施設の施設整備や維持管理等

沼南庁舎2階
学校保健課※ 学校給食課 学校給食に関すること

学校給食センター 学校給食センター センター方式の学校給食調理・配送等 学校給食センター
※旧学校保健課の分掌事務のうち、児童生徒と教職員の保健衛生、学校保健の調査・統計、災害に対する医療費等の請求事務は、学校教育部学校教育課に移管となります

■新設・移設
部署名 業務内容 場所

新設 教育政策課 重要な教育施策の計画策定等、教育行政の総合調整、教育改革の推進、小・中学校の適正配置 沼南庁舎3階

移設

共生・交流推進センター※ 国際交流、男女共同参画、ホームタウン推進 市役所本庁舎3階
学童保育課 こどもルーム（学童保育所）の整備、管理運営等 市役所分庁舎1の1階
子育て支援課 子育て支援事業、児童センターの管理運営 市役所別館3階
健康政策課（旧：福祉政策課） 健康・医療に関する政策の推進、健康危機管理の総括 ウェルネス柏3階

※共生・交流推進センターの業務のうち、男女共同参画に関する業務はパレット柏に残ります

▲市のホーム
ページはこちら

◎各部署の配置図など、
詳しくは市のホーム
ページをご覧ください

健康医療部
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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

子ども医療費助成の対象を18歳まで拡大
問児童手当・子ども医療費給付窓口☎7128－9923

こども福祉課☎7167－1595・ 7165－0081

　4月受診分から、子ども医療費助成制度の対象を18歳に達する年度末まで拡大
します。助成を受けるには受給資格の登録申請が必要です。対象者には3月末に、
案内通知と申請書を発送しましたので、期日までに申請してください。なお、3
月まで子ども医療費助成を受給していた新高校１年生は申請不要です。
申請期限／4月28日㈮
対市内在住で、平成17年4月2日〜平成20年4月1日に生まれたかた※婚姻してい

る場合を除く
自己負担額／▶︎通院1回・入院1日＝300円▶︎保険調剤＝無料※市・県民税所得割額

が非課税の世帯はいずれも無料
●助成方法
4月〜7月受診分（償還払い）／医療機関で支払った領収書を保管し、8月1日以降に

こども福祉課へ申請
8月1日以降（現物給付）／受給券を会計時に医療機関の窓口で提示※県外の医療機

関は償還払い。受給券は7月下旬に発行予定
◎申請方法など、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

金属製止水板の設置工事費の助成を開始
問河川排水課☎7167－1404・ 7160－1788

　一般住宅やマンション、店舗等への浸水被害の防止や軽減を図るため、止水板
の設置に伴う工事費用の一部を助成します。
対次の条件を全て満たすかた▶︎過去に浸水被害があった区域で、浸水被害の軽減

対象となる市内の建物（申請年度内に完成する建物も可）か土地（市内の建物に隣
接する市外の土地を含む）の所有権か使用権等がある▶︎市税を滞納していない

設置工事の条件／次の条件を全て満たすこと ▶︎設置する止水板が浸水に耐え得る
丈夫な金属製で、取り付けや取り外しにより繰り返し使用できる▶︎補助金の交
付決定前に着工していない

補助金額／工事費の2分の1（1,000円未満切り捨て）※上限50万円
他補助を受けた場合、対象となる建物・土地、止水板は、10年間は処分・売却などは

不可
申 4月10日㈪〜5月31日㈬に、市のホームページからダウンロードした申請書に

必要事項を書き、必要書類を添えて、〒277－0005柏市役所河川排水課（市役所
分庁舎1の2階）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

◎対象となる止水板や地域など、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

高田近隣センターのリノベーション工事による
休館と駐車場利用休止

問市民活動支援課☎7167－1126・ 7167－6644

　高田近隣センターは、開館から40年が経過し、施設の老朽化や市民ニーズの変
化に対応するため、リノベーション工事を予定しています。その工事期間中、高
田近隣センターは休館となります。また、施設の休館に先行して、7月上旬から
施設駐車場と高田緑地駐車場の工事を予定しているため、駐車場が使用できませ
ん。ご不便をおかけしますが、ご理解・ご協力をお願いします。
休館予定期間／令和5年9月〜令和7年4月
他 10月から高田緑地駐車場の代わりとして、仮設駐車場を設置予定

　木々や花が芽吹き始めるこの時期に、市内のカシニワや名所を巡り、暖
かな春の訪れを感じてみませんか。

時 4月27日㈭午前9時〜午後3時※荒天中止
集合／柏駅　解散／バス停「三間」
対 9キロメートル程度の道のりを歩けるかた、15人

時 5月16日㈫午前9時30分〜午後3時※荒天中止
集合／バス停「大津ヶ丘2丁目」　解散／道の駅しょうなん
対 7キロメートル程度の道のりを歩けるかた、20人

時 5月19日㈮午前9時〜正午・午後1時〜4時※荒天中止
集合・解散／南柏駅
対 6キロメートル程度の道のりを歩けるかた、各20人

《共通》
費 500円
持動きやすい服装、飲み物、弁当（①・②だけ）
申 ①＝4月12日㈬②＝4月19日㈬③＝4月21日㈮まで

に催し名・郵便番号・住所・参加者全員の氏名（ふりが
な）・年齢・電話番号・希望時間（③だけ）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）・ファクス・ 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①＝4月21日㈮②＝5月9日㈫③
＝5月12日㈮までに郵送で通知

問柏市みどりの基金☎7160－3120・ 7160－3121

①フクロウの神社・大堀川・高田の山・ボタンのお寺をめぐるツアー

②沼南地区の里山と古寺をめぐるツアー

③旧水戸街道を歩きカシニワを訪ねるツアー

◀︎カシニワ制度の
マスコットキャラク
ター「ニワやん」

カシニワ・ウォークを開催

令和5年度 新型コロナワクチン接種券を発送します
問  柏市新型コロナワクチンコールセンター☎7179－2313・☎7179－2663
 健康増進課☎7128－7252・ 7128－7253

　市では、オミクロン株対応ワクチンを接種してから3カ月を経過するかたに接種券を発送します。
令和５年度は、65歳以上等のかたを対象として5月8日㈪〜8月末に行う「春開始接種」と、全員を対象と
して9月から行う「秋開始接種」を予定しています。秋開始接種の対象のかたは、接種券を大切に保管し
てください。
接種券の発送時期／４月下旬から順次
春開始接種の対象者／次のいずれかに該当するかた▶︎65歳以上▶︎基礎疾患がある▶︎重症

化リスクが高いと医師が認める▶︎医療機関・高齢者施設等に従事している
他令和4年の接種（12歳以上）は5月7日㈰で終了します。「春開始接種」の対象でないかた

で接種を希望するかたは、終了日までに接種してください
◎対象者など、詳しくは市のホームページをご覧ください

新型コロナ関連情報 　市内の新型コロナウイルスに関する情報やワクチン接種に
関する情報をお知らせします※3月23日現在の情報

　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

発熱等の症状に関する問い合わせはこちら
問保健予防課☎7167－1254・ 7167－1732

▲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
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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

子どもと
未来の柏
のために NO.114

問環境政策課☎7168－1037・ 7163－3728

放射線関連支援制度について
　各種支援制度の利用については、市のホームページを見るかお問い合わせ
ください。

支援制度 問い合わせ先
放射線量訪問測定、町会等や
小グループの測定・除染支援 環境政策課☎︎7168－1037・ 7163－3728

放射線量測定器の貸し出し

近隣センター（根戸・北部・柏ビレジ・沼南・手賀
を除く）
環境政策課☎︎7168－1037・ 7163－3728
沼南支所☎︎7191－7314・ 7192－2926

持ち込みによる食品・井戸水
等の測定

消費生活センター
☎︎7163－5853・ 7164－4327

内部被ばく検査費用・甲状腺
超音波検査費用の一部助成、
放射線健康相談窓口

総務企画課
☎︎7167－1255・ 7167－1732

空間放射線量率の定期測定について
　市内の空間放射線量を把握するため、定期的に測定を行っています。今年度は次のとお
り計画し、測定結果は市のホームページでお知らせします。

主な測定場所 年間測定数 測定時期
市有施設から抽出した保育園、小・中学校、公園、スポーツ施設等

各1回
通年

道路と駅周辺 5月

放射性物質の検査結果 1月10日〜 3月8日検査分

 ■市内の農産物　問  農政課☎7167－1143
ゲ［北部］ホウレンソウ　［中央］ハクサイ

［手賀沼周辺］ナツミカン、ミニトマト、ニンジン
検出下限値
未満

■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

キャッシュレス決済での保険料の納付方法を追加
　4月3日㈪から、スマートフォン決済アプリ「auPAY」「J-CoinPay」を使って、
国民健康保険料や後期高齢者医療保険料、介護保険料の支払いがで
きるようになります。利用するには、アプリの登録とチャージ（入金）
が必要です。
手数料／無料
他 30万円を超える納付書やバーコードのない納付書は対象外
■問い合わせ

対象 問い合わせ

国民健康保険料、後期高齢者医療保険料 保険年金課☎︎7191－2594・
7167－8103

介護保険料 高齢者支援課☎︎7167－1022・
7167－1282

◎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

市の上水道を利用していないかたの
下水道料金引き落とし日を変更

問柏市上下水道料金センター☎︎7166－2191・ 7167－8035

　4月から、井戸水や専用水道など市の上水道以外の水を利用しているかたの下
水道使用料金は、市の上水道利用者と同様に検針月の翌月3日に口座から引き落
とされます。
他 3日に引き落としができなかった場合は、同月18日に再振替

振り込め詐欺等対策電話機等購入費の一部を助成
問防災安全課☎︎7167－1115・ 7163－2188

　振り込め詐欺の防止対策に効果的な、迷惑電話防止機能付き電話機などの購入
費を一部助成します。
対象機器／自動アナウンス、迷惑電話ブロックなど、振り込め詐欺の対策機能を備
えているもの

対次の条件を全て満たすかた▶市内在住の65歳以上で、柏市に住民登録がある▶
平成28年4月1日以降に、市内の事業者等から対象電話機の購入・取り付け工事
をしたか、令和3年4月1日以降に、市外の事業者等から購入・取り付け工事をし
た▶申請する年度を基準として、基準年度以前5年以内に、本人・同居する家族が
市税の滞納をしていない

補助額／購入費用の2分の1（1,000円未満は切り捨て）※上限10,000円
申来年2月29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、〒277－8505　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。申請書は市のホームペー
ジからダウンロード可

柳亭小痴楽・春風亭柳枝「二人会」を開催
問市民文化会館☎︎7164－9141・ 7163－4274

　若手落語家、柳亭小痴楽（りゅうていこちらく）さん・春風亭柳枝（しゅんぷうて
いりゅうし）さんが古典落語を披露します。落語の魅力を堪能してみませんか。
時 6月25日㈰午後2時～4時
所市民文化会館小ホール
定先着300人
費 2,800円（前売り2,500円）
申 4月2日㈰午前9時から、市民文化
会館へ電話か直接※チケットはア
ミュゼ柏の窓口等でも販売

▲市のホーム
ページはこちら

　春の息吹や自然を感じられるイベントを開催します。

《共通》
所①＝あけぼの山公園柏泉亭②・③・④＝あけぼの山農業公園
申①＝当日、会場へ直接②・③・④＝4月9日（日）までに、あけぼの山農業公
園のホームページで※応募は各催しにつき1家族まで。応募者多数の場
合は抽選

◎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

時 4月9日㈰午前10時～午後3時15
分※40分ごとの入れ替え制

定各先着10人※小学生以下は保護
者同伴

内春の茶庭を眺めながら、お茶と和
菓子を楽しみます

費 600円

時 5月14日㈰午前9時30分～11時、
6月下旬、7月下旬（計3回）

対 小学生以下の子どもと保護者、
12組

内親子で野菜の植え付けから収穫
までを体験します

費 1組3,500円
持 汚れてもよい服装・靴、軍手、帽
子、飲み物

時 4月29日㈯午前10時～午後2時
対小学生の子どもと保護者、20組
内公園内の木々を使って、ターザン
ロープやブランコで遊びます

費 1組1,000円
持 汚れてもよい服装・靴、軍手、帽
子、虫よけ、弁当、飲み物

時 5月3日㈬午前10時～10時45分・
午前11時～11時45分・午後1時
～1時45分・午後2時～2時45分

定各15人※1人まで同伴可
内スポンジにパーツを貼り付け、カ
ラフルなミニこいのぼりを作り
ます

費 500円

問あけぼの山農業公園☎︎7133－8877・ 7132－5195

▲柳亭小痴楽さん ▲春風亭柳枝さん



保健予防課☎7167－1254

こころの
健康相談 予

18日㈫・20日㈭・24日㈪・25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

11日㈫午後2時〜4時、ウ柏。本人・家族

HIV等検査
・相談 予

10日㈪午後1時〜2時・24日㈪午後5時〜
6時、ウ柏※5月14日㈰・29日㈪の検査も
予約可

健康増進課☎7167－1256
かしわ歯科
相談室

27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

医療安全支援センター（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

衛生検査課☎7167－1268
飲用井戸の
水質検査予

11日㈫・25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
4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

地域保健課☎7167－1257

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するか市のホームペ
ージで申し込みを

推進員の
赤ちゃん訪問

生後3・4カ月の乳児がいる家庭に柏市民健康づく
り推進員が訪問し、地域の子育て情報等を提供

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

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

マイナンバーカードの 
受け取りはお早めに

　2月末までにカードを申請したかた
は、マイナポイントを受け取ることがで
きます。カード申請の増加に伴い、マイ
ナポイントの申込期限の間際は交付窓口
の混雑が予想されます。早めの予約と受
け取りをお願いします。
◎詳しくは市のホームページで
問 柏市マイナンバーコールセンター☎
7165－0178

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、傷病手当金の適用期間を延長
します。
適用期間／令和2年1月1日〜令和5年5
月7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▶適用期間中に同感染症に感染し
た・感染が疑われる症状がある▶療養の
ため3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

はぐはぐフォーラムの 
実行委員を募集

　子育て中のかたや子育てを応援したい
かた向けに、来年2月に開催する催しを
企画・運営してみませんか。
対 子育てや子育て支援に関わっている
か興味があるかた、10人
申 4月10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、応募動
機、現在の活動状況（あるかただけ）を
書いて、〒277－8505　柏市役所子育
て支援課へ郵送（ 必着 ）・ FAX 7162－
1055・ kosodateshien@city.ka 

shiwa.chiba.jpするか直接（市役所別
館3階）※応募者多数の場合は選考
◎活動日など、詳しくは問い合わせを
問子育て支援課☎7168－1034

下水道が使えます
　4月3日㈪から、次の区域5.90ヘク
タールで、新たに公共下水道が使えます。
対象区域╱次の区域の一部▶十余二字
南翁原、根戸字花戸原・中馬場・北ノ内、
塚崎字白幡作、大室字東山、伊勢原1丁
目、西柏台2丁目、豊四季字新宿
他 該当区域の図面を閲覧可
所 問 経営企画課（上下水道局庁舎3階）
☎7136－2339

生涯学習ガイドを発行
　市や団体・サークル等による講座・イ
ベントなどの情報をまとめた冊子を発行
しました。
配布場所／生涯学習課（沼南庁舎3階）、
ラコルタ柏（教育福祉会館）、近隣セン
ター、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）ほか
問 生涯学習課☎7191－7393

さわやか環境緑地 
（ふれあい親水広場）が開園

　廃棄物処理施設の周辺環境整備とし
て、およそ1ヘクタールの親水公園が
オープンしました。
開園時間／▶4月1日〜9月30日＝午前
9時〜午後5時▶10月1日〜3月31日＝
午前9時〜午後4時

所在地／柏市藤ケ谷1366－1地先、鎌
ケ谷市軽井沢2104－1地先
主な施設／広場、せせらぎ水路、しょう
ぶ畑、人道橋など
他 駐車場あり
問 柏・白井・鎌ケ谷環境衛生組合☎047
－442－4517

講 座 ・ 講 演

春の写真教室
時 4月16日㈰午前10時〜正午
定 先着10人
内 風景写真の基礎的な撮り方を学びます
費 1,000円
持 カメラかスマートフォンなど
申 4月2日㈰午前9時から、紙面右上の
必要事項を書いて、旧吉田家住宅歴史公
園へファクスか電話で
所 問 旧吉田家住宅歴史公園☎・FAX7135
－7007

市民後見人養成研修
　認知症や知的・精神障害があるかたの
ために、市民後見人として活動してみま
せんか。

と　き（計12回）
7月6日㈭・20日㈭、8月3
日㈭・18日㈮

午前9時〜午後
4時

9月7日・21日、10月5日・
19日、11月2日、12月7日、
来年1月11日の各木曜日 午前9時〜正午

来年3月15日㈮
所 いきいきプラザ
対 市内在住で、住民登録をしている、
昭和29年4月1日〜平成5年3月31日に
生まれたかた、12人
申 4月28日㈮までに、柏市社会福祉協議
会で配布する申請書に必要事項を書き、
必要書類を添えて、〒277－0005柏5
丁目11－8　柏市社会福祉協議会へ郵
送（必着）か直接持参を
選考方法／書類と面接
◎研修内容など、詳しくは同協議会の
ホームページを見るか問い合わせを
問 柏市社会福祉協議会☎7163－7676

援農ボランティア養成講座
時 4月6日〜5月25日の毎週木曜日午後
1時〜4時（計8回）
所 柏たなか農園（船戸）
対 18歳以上で農業支援ボランティアに
関心があるかた、先着15人
内 農具の使い方や野菜の育て方など農
業全般について講義と実習で学びます
費 4,400円
持 汚れてもよい服装・手袋、長靴、帽子、
筆記用具
申 4月2日㈰午後1時から、紙面右上の必
要事項を書いて、柏たなか農園へ ka 
shiwatanaka.farm@gmail.comで
問 柏たなか農園（松本）☎080－6507
－1631・農政課☎7167－1143

手話通訳・要約筆記者養成講座
①手話通訳者養成講座
時 5月19日〜令和7年3月31日の金曜日
午後1時30分〜3時30分（計60回）
対 次の条件を全て満たすかた、10人▶
市内在住・在勤▶手話学習経験が3年程
度ある▶手話で日常会話ができる
他 5月12日㈮午後1時30分に、説明会と
面接あり
②要約筆記者養成講座
時 5月22日〜令和7年3月31日の月曜日
午前10時〜正午（計52回）
対 市内在住・在勤で修了後に要約筆記者
として活動できるかた、10人
費 テキスト代は実費
他 5月15日㈪午前10時から説明会あり

《共通》
所 ラコルタ柏（教育福祉会館）
申 ①＝4月21日㈮②＝4月28日㈮まで
に、はがきに紙面右上の必要事項と職業、
ファクス番号（あるかただけ）、手話学
習歴・活動内容（ ①だけ ）を書いて、
〒277－8505　柏市役所障害福祉課内
コミュニケーションセンターかしわへ郵
送（必着）かファクスで※応募者多数の
場合は抽選
問 コミュニケーションセンターかしわ☎・
FAX7163－2945

お 知 ら せ

市等官公庁からの
お知らせです
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柏市かわら版

昭和23年5月2日〜
  昭和23年6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

﹀4月19日㈬に発送予定です
昭和28年4月2日〜

昭和28年5月1日生まれの
柏市国民健康保険利用のかたへ
5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

﹀4月18日㈫に発送予定です
問保険年金課☎7191－2594

納期限は5月1日（月）
▼納税通知書は4月3日㈪に発送します

固定資産税・都市計画税の
全期・第1期

問  納税通知書の内容について
＝資産税課☎7167－1125

納付について＝収納課☎7167－1122
納期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 かわら版は次の面に続きます

　4月9日㈰に執行する
千葉県議会議員一般選挙
の期日前投票所は、4月
1日㈯に大型商業施設を
含む7カ所で開設し、4月6日㈭にさ
らに3カ所開設します。
◎詳しくは市のホームページを見る

か問い合わせを
問 選挙管理委員会事務局☎7167－

1092

期日前投票が
始まります

投
票
箱

こちらは柏警察署です。

テロの未然防止にご協力を
問柏警察署☎7148－0110

　5月に開催されるG7広島サミットに向けて、
テロを未然に防止するために警戒活動を強化し
ています。千葉、柏の街にテロは絶対に起こさ
せない！　不審者・不審物を発見した際には迷
わず110番通報をお願いします。



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

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）

5月10日㈬午前10時～正午・午後1時～3時
来月分を5月8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＝㈪・㈮午前10時～正午・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4月3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。4月
19日㈬・27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。5月第2週分は4
月27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3㈬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
当月分を4月3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4月3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4月3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4月3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～正午・午
後1時～3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4月3日㈪から

千葉県行政書士会東葛支部☎7186－7396※
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

4月19日㈬午後1時～4時＝消費生活センター
当月分を4月3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
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

ユネスコ春季英会話教室
時 内▶世界遺産と英会話＝5月10日～7
月12日の毎週水曜日午後1時30分～3
時30分（計10回）▶基礎英会話＝5月15
日～7月31日の毎週月曜日午後1時30
分～3時30分（ 7月17日・24日を除く。
計10回）
所ラコルタ柏（教育福祉会館）
対市内在住・在勤のかた、各30人
費各6,500円※テキスト代は実費
申 4月20日㈭までに、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　柏ユネスコ協会へ郵送で（当
日消印有効）※応募者多数の場合は抽選
問柏ユネスコ協会（西山）☎090－2331
－0488・文化課☎7191－7403

日本語教室
時 4月13日～来年3月14日の毎週木曜日
午後2時～4時・午後6時30分～8時30分
（祝日、年末年始等を除く。各計36回）

所ラコルタ柏（教育福祉会館）
対市内在住・在勤・在学で、18歳以上の
外国人のかた、各先着3人
内入門・初級の日本語を学びます
費テキスト代は実費
申 4月3日㈪午前9時から、中央公民館
へ電話で
他講師ボランティアの募集あり
問中央公民館☎7164－1811

手話講習会
①入門講座
時 5月10日～来年3月6日の毎週水曜日
午前10時～正午（8月9日・16日、12月
27日、来年1月3日を除く。計40回）
②基礎講座
時 5月10日～来年3月27日の毎週水曜
日午後2時～4時（8月9日・16日・23日・
30日、12月27日、来年1月3日、3月
20日を除く。計40回）

《共通》
所ラコルタ柏（教育福祉会館）
対市内在住・在勤で①＝手話初心者のか
た、25人②＝手話で簡単な日常会話が
できるかた、20人
費テキスト代は実費
申 4月14日㈮までに、はがきに紙面右
上の必要事項とファクス番号（あるかた
だけ）、職業、手話歴（②だけ）を書いて、
〒277－8505　柏市役所障害福祉課へ
郵送（当日消印有効）・ファクスするか
info-shgf@city.kashiwa.chiba.jp

で※応募者多数の場合は抽選
他②は4月26日㈬に説明会と手話によ
る選考あり
問障害福祉課☎7167－1136・FAX7167
－0294

オンライン勉強会 
「 SNSを楽しみましょう」

時 4月20日㈭午後8時～9時
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30人
内 TikTok（ティックトック）やYouTube
（ユーチューブ）の使い方を学びます

申 4月3日㈪午前9時から、紙面右上の
必要事項を書いて、国際交流センター（パ
レット柏）へ boshu-1@kira-kira.
jpか直接
◎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

中国茶のおいしい淹（い）れ方講座
時 4月24日㈪午前10時30分～正午
所ラコルタ柏（教育福祉会館）
対市内在住・在勤のかた、6人
内中国茶の歴史や種類を知り、数種類の
茶葉を使ってお茶の入れ方を学びます
費 1,000円
申 4月17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

ボランティア入門講座
時 5月20日㈯午前10時～正午
所いきいきプラザ
対市内在住・在勤・在学でボランティア
活動に関心があるかた、20人
内ボランティアの心構えや活動紹介など
申 5月12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FAX7165－1355・
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

柏の自然観察講座
時 5月1日㈪・9日㈫午前9時30分～午後
4時（計2回）
集合・解散／ラコルタ柏（教育福祉会館）
対市内在住で18歳以上のかた、15人
内柏の自然についての話を聞き、野外
で自然観察体験をします
持帽子、弁当、飲み物、筆記用具
申 4月20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@kankyosta�
tion.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

催 　 し

「柏の風景ちゃんねる」写真展
時 4月28日㈮～5月8日㈪午前10時30分
～午後7時30分※最終日は午後6時まで
所柏髙島屋本館（末広町）
内 Facebook（フェイスブック）「柏の
風景ちゃんねる」投稿作品のうち、柏市
出身の写真家・小川兄弟が選定した写真
を展示
問かしわインフォメーションセンター☎
7128－5610・商工振興課☎7167－
1141

ウラカシキャラバン@柏駅前通り 
「ウラカシセレクトの屋台とフリマ」
　飲食・古着等の販売やダンス、動物園
などが楽しめるイベントを開催します。
時 4月30日㈰午前11時～午後5時※雨
天中止
所柏駅東口ハウディモール
◎費用など、詳しくはウラカシ百年会の
ホームページで
問商工振興課☎7167－1141

講座・講演（続き）
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●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

不 用 品 を 有 効 利 用 し ま し ょ う ！
●必ず事前に申し込みを�4月2日㈰
午前9時30分から、同館へ電話で

古布からつば付
き帽子作り（ 6
枚はぎ）

17日㈬午前10時～午
後4時。先着6人。300
円

おしゃれな風呂
敷バッグ作り

18日㈭午前10時～正
午。先着6人。100円

着物からポケッ
ト付きワイドパ
ンツ作り

23日㈫午前10時～午
後4時。先着6人。100
円

包丁研ぎ教室 28日㈰午前10時～正
午。先着6人。100円

何でも修理教室
（おもちゃ、時計、
家庭の小物類）

28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）

5 月 教の 室

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

かしわ国際オープン 
テニストーナメント2023

期間／▶予選＝4月2日㈰・3日㈪▶本戦
＝4月4日㈫〜9日㈰
所 吉田記念テニス研修センター（花野井）
内 プロテニスの登竜門となる男子・女子
テニスの国際大会を観戦
費 1,100円※高校生500円等、割引制
度あり
申 当日、会場へ直接
◎詳しくは同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

熊谷道子シャンソン・笑
時 4月23日㈰午後2時30分〜3時10分
所 ラコルタ柏（教育福祉会館）
対 市内在住・在勤・在学のかた、30人
内 シャンソンの奥深さと軽妙なトーク
を楽しみます
費 500円
申 4月16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

旧吉田家住宅歴史公園の催し
春の写真展
時 4月26日㈬までの午前9時30分〜午
後4時30分
内 同住宅の春にちなんだ写真を展示
日本さくら草展
時 4月21日㈮〜30日㈰午前9時30分〜
午後4時30分※最終日は午後4時まで
内 江戸時代から栽培されてきたサクラソ
ウ100点以上を展示

《共通》
入園料／210円
所 問 旧吉田家住宅歴史公園☎7135－
7007

旧吉田家住宅土間コンサート
時 5月21日㈰午後1時〜1時30分・午後
3時〜3時30分
所 旧吉田家住宅歴史公園
定 各先着60人
内 日本家屋の土間で、柏市出身のシン
ガー・ソングライター慈光（じこう）さん
によるギター弾き語りコンサートを開催
申 4月5日㈬午前10時から、文化課へ電
話か市のホームページで
他 素足での入館は不可。靴下などの着用を
問 文化課☎7191－7403

旬の野菜の収穫体験
①タマネギ
時 5月6日㈯・7日㈰※いずれも午前9時
〜10時30分・午前10時30分〜正午
所 村越農園（鷲野谷）
費 1組1,000円（5人まで）※タマネギ20
玉3,000円の購入を
②ソラマメ
時 5月20日㈯・21日㈰※いずれも午前9
時〜10時30分・午前10時30分〜正午
所 鹿倉農園（金山）
費 1組1,000円（ 5人まで）※詰め放題1
袋3,000円の購入を

《共通》
定 各回先着80人
持 汚れてもよい服装・手袋、長靴
申 ①＝4月3日㈪②＝4月14日㈮午前9
時から、農菜土のホームページで
問 農菜土（鹿倉農園）☎・FAX7137－7318、
農政課☎7167－1143

田植え体験
時 5月13日㈯・14日㈰※いずれも午前9
時30分〜11時・午前11時〜午後0時30
分。雨天時は翌日に延期
所 鹿倉農園（布瀬）
定 各回先着80人
費 2,000円※未就学児1,000円、3歳以
下無料
持 汚れてもよい服装・手袋、長靴
申 4月14日㈮午前9時から、農菜土のホー
ムページで
他 4歳以上の参加者は精米2合を持ち帰
り
問 農菜土（鹿倉農園）☎・FAX7137－7318、
農政課☎7167－1143

求 　 人

公立保育園の業務員 
（会計年度任用職員）

対 自動車の運転免許があるかた、1人
勤務場所／保育運営課（市役所別館3
階）、市内の公立保育園22園
勤務内容／各園への書類・物品等の配達、

園の備品や設備等の修繕、樹木の剪定（せ
んてい）、物作りなど
勤務時間／月〜金曜日午前8時30分〜
午後5時のうち週3日で1日7.5時間
賃金（時給）／1,050円※賞与・交通費は
別途支給
◎詳しくは市のホームページで
問 保育運営課☎7128－5517

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＝12人②児
童センター補助員＝2人③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）したかた③＝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＝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（①だけ）など③＝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。勤務日数は応相談③＝週2
日で午前9時〜午後3時※①・②は土・日

曜日、祝日を含む
採用日／6月以降
賃金（時給）／①＝1,210円②＝1,070円
③＝1,050円※いずれも賞与・交通費は
別途支給
申 4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
◎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

給食調理員（パート）
人数／1人程度
勤務場所／県立松戸特別支援学校
勤務時間／午前8時30分〜午後3時3分
※早番・遅番のシフトあり
賃金（月給）／177,600円※賞与・交通
費は別途支給
申 同支援学校へ電話で
選考方法／書類と面接
◎詳しくは同支援学校へ問い合わせを
問 同支援学校☎047－388－2128・児
童生徒課☎7128－2227
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かわら版は次の面に続きます

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優しく美味（おい）しく発酵
学「甘糀（あまこうじ）」

4月22日㈯午後0時30分
〜2時45分

高校生以上で初めて受
講するかた、先着16人

②みんなで楽しむ落語会 4月23日㈰午後1時〜2時 先着30人

③おたのしみ劇場 4月26日 ㈬ 午 前10時 〜
10時30分

乳幼児と保護者、先着
8組

④午後クラ「春風に誘われて
クローバーリーフ」

4月27日㈭午後1時30分
〜2時15分 先着60人

⑤ストリートピアノ
4月29日㈯〜5月6日㈯※
いずれも午後1時〜2時20
分・午後7時〜9時

各回先着9人

⑥おはなし会 5月10日 ㈬ 午 前10時30
分〜11時

乳幼児と保護者、先着
10組

⑦スマホ・パソコン無料相談 5月12日㈮午前10時〜午
後4時

初めて相談するかた、
先着20人

⑧アドラー心理学から学ぶ子
育て「勇気づけ」

5月13日㈯午後1時〜2時
15分 先着20人

⑨美学講座「知って得する！ 
気分が優れない日に元気に
なる方法」

5月15日㈪午後3時30分
〜5時 先着13人

費 ①＝1,500円⑧＝500円⑨＝1,000円
申 ▶4月2日㈰午前9時から、①＝紙面右上の必要事項を書いて、パレット柏へ

palettekashiwa.mail@gmail.comで②・③＝パレット柏へ電話で▶④・⑤＝
当日、会場へ直接▶⑥〜⑨＝4月16日㈰午前9時から、パレット柏へ電話で

催し・内容 開催日 開催時間

柊（ひいらぎ）展（絵画・写真等） 4日㈭〜7日㈰ 午前10時〜午後7時
初＝正午　終＝午後6時

フォトふじごころ・フォト2000合同
写真展 12日㈮〜15日㈪ 午前10時〜午後6時

初＝正午　終＝午後5時

水彩画ふうと展 20日㈯〜23日㈫ 午前10時〜午後6時
初＝午後1時　終＝午後4時

千葉なの花会　深雪アートフラワー
展示即売会 24日㈬〜27日㈯ 午前10時〜午後5時

初＝正午
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5月の催し ● ●

温水プールが利用できます

問スポーツ課☎7167－1133

柏市スポーツ施設利用者登録証の交付
スポーツ課（市役所本庁舎3階）・公共スポーツ施設で
配布する申込書に必要事項を書いて、申込書配布先へ
直接持参を※身分証明書の提示が必要

他①・②＝利用時に受付で
登録証の提示が必要

◎詳しくは各施設に問い合
わせを

利用期限 
来年3月31日㈰

施　設 開放日時 費用（1回） 対　象
①オークスベストフィットネス柏 
（大山台2丁目） ☎7134－1112

日曜日
午前9時〜正午 1,100円 市内在住・在勤・在学

で15歳以上のかた

②ダンロップスポーツクラブ南柏
　（南柏中央3丁目） ☎7176－7997

日曜日
午後3時〜6時 1,320円 市内在住・在勤・在学

で20歳以上のかた

③メガロス柏（柏7丁目）
　☎7168－2100

メガロス柏か市
のホームページ
で確認を

1,100円
※15歳以下
は550円

市内在住・在勤・在学
のかた※15歳以下は
保護者同伴

所 問あけぼの山農業公園☎7133－8877

あけぼの市の出店者を募集
定 各日先着15店
申 4月5日㈬午前9時から、同公園へ

電話で※今年度初出店のかたは「出
店登録書」の提出を

◎詳しくは同公園のホームページを見
るか問い合わせを

あけぼの市（フリーマーケット・
体験コーナー ）

青空市（模擬店・キッチンカー）

※いずれも5月5日㈮・6日㈯・7日㈰ 
午前9時30分～午後3時30分

あけぼの山農業公園



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

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 5月2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 4月21日㈮までに、田上（たがみ）へ電話で 田上☎7189−7828

（午後2時以降）

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

保健師・管理栄養士 
（会計年度任用職員）

対保健師か管理栄養士の資格があるか
た、1人
勤務場所／健康増進課（ウェルネス柏3
階）
勤務内容／特定健康診査等の各健診結果
に基づく生活習慣改善のための保健指
導、パソコンへのデータ入力等の事務
勤務時間／月～金曜日午前9時～午後4
時のうち週3日程度※祝日、年末年始を
除く。勤務日数は応相談
採用日／6月1日
賃金（時給）／保健師＝1,620円、管理
栄養士＝1,400円※賞与・交通費は別途
支給
選考方法／書類と面接
◎申し込み方法など、詳しくは市のホー
ムページで
問健康増進課☎7164−4455

健 　 康

スポーツ推進委員東部支部の催し
ファミリースポーツの日
時 所▶4月16日㈰＝柏第八小学校運動
場▶5月21日㈰＝柏第八小学校運動場・
体育館※いずれも午前9時～11時30分。
運動場は雨天中止
スポーツ教室
時 所▶4月23日㈰＝中原小学校体育館▶
5月7日㈰＝中原小学校運動場※いずれも
午前9時～11時30分。運動場は雨天中止

《共通》
種目／▶運動場＝グラウンド・ゴルフ、
モルック等のニュースポーツ▶体育館＝
ボッチャ、ラダーゲッターなどのニュー

スポーツ
対市内在住・在勤で▶グラウンド・ゴル
フ＝経験者▶ニュースポーツ＝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（体育館
だけ）、タオル、飲み物、用具一式（グ
ラウンド・ゴルフだけ）
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

シニア

スクエアステップでフレイル予防
時 4月17日㈪午前10時～11時
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、
20人
内 歩く脳トレといわれるスクエアス
テップを学びます
費 500円
持運動ができる服装、飲み物
申 4月10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

フレイル予防 
歌謡曲で体操しよう

時 4月28日、6月23日、8月25日、10
月27日、12月22日、来年2月16日の
各金曜日午後0時50分～1時30分
対市内在住で60歳以上のかた、各回先
着40人
内 懐かしい歌謡曲で体を動かしたり、
リラクゼーションや口腔（くう）体操を
したりします
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 4月3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

陶芸入門講座
時 5月15日～来年2月5日の月曜日午前
10時～正午（5月22日は午後3時30分ま
で。祝日の場合は翌日。計27回）
対市内在住の60歳以上で、陶芸初心者
のかた、先着21人
内茶わん・皿などを作ります
費 2,700円※教材費・道具代は実費
持かしわフレイル予防ポイントカード
（あるかただけ）

申 4月3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

柏寿荘の催し
健康増進講座「歌謡曲で体操しよう」
時 4月18日㈫・5月11日㈭・6月20日㈫
午前10時30分～11時15分
内音楽健康福祉士と一緒に、カラオケ
を使った体操や脳トレを行います
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）
生きがいづくりのための「陶芸入門講座」
時 5月15日～来年2月19日の毎週月曜
日午前9時30分～午後2時30分（12月
25日、祝日、8月を除く。計30回）
内茶わん・皿などを作ります
費 3,000円※教材費・材料費は実費
持汚れてもよい服装・室内履き、タオル、
エプロン、かしわフレイル予防ポイント
カード（あるかただけ）

《共通》
対市内在住で60歳以上のかた、各先着

20人
申 4月3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

キッズ

就学援助制度
　市内の公立小・中学校に在学している
子どもがいて、経済的な理由でお困りの
家庭に対し、就学に関する援助を行って
います。認定された場合は、給食費が免
除されるほか、学用品費・修学旅行費な
どの一部が援助されます。
他電子申請可能な場合あり
◎申請方法など、詳しくは学校で配布す
る案内か市のホームページで
問学校教育課☎7191−7367

求　人（続き）
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柏市かわら版

と　き 催　し
13日㈭午前11時
～11時30分 読み聞かせ、手遊び

15日㈯午前11時
～11時30分

読み聞かせ、手遊び、
パネルシアター

18日㈫午前11時
～11時30分

読み聞かせ、手遊び、
工作

20日㈭午前11時
～11時30分

読み聞かせ、手遊び、
歌

23日㈰午前11時
～11時30分

読み聞かせ、手遊び
27日㈭午後3時
～3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
4月の催し

問広報広聴課
☎7167−1175・FAX 7166−8289

　色鮮やかな生花の競りに挑戦したり、市場を知っ
てもらうクイズに答

えると、特製のカニ汁が振る舞われたり、普段は味
わえない市場ならで

はの楽しみ方を体感していました。

＠道の駅しょうなん

　12月に新設した柏駅東口周辺の芝生エリアでは、元気いっぱいに三輪車を走らせる子どもやカラフルなパズルで遊ぶ親子の笑顔が見られ、にぎわっていました。

＠柏駅東口周辺



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

ペアレントトレーニング  
in かしわ

時 5月12日・26日、6月9日・23日、7
月7日・21日、8月4日・18日の各金曜
日午前10時〜11時45分（計8回）
所 ラコルタ柏（教育福祉会館）
対 市内在住で、4歳〜小学2年生の子ど
もの保護者、8人
内子どもへの接し方を学びます
申 4月24日㈪までに、こども支援室（ウェ
ルネス柏3階）で配布する申込書に必要
事項を書いて、〒277－0004柏下65
－1　柏市役所こども支援室へ郵送（必
着）・ FAX 7162－1077か直接持参を※
応募者多数の場合は選考。結果は5月8

日㈪までに連絡。申込書は市のホーム
ページからダウンロード可
他 子ども同伴不可。保育あり（生後3カ
月以上。要予約）
問 こども支援室☎7167－1458

イン・リーダー研修参加者 
・ボランティアを募集

時 6月〜来年3月の毎月第1日曜日、7月
30日㈰※いずれも午前10時〜午後1時。
8月6日、来年1月7日を除く。計9回
所 青少年センター、ラコルタ柏（教育福
祉会館）
対 ①参加者＝市内在住の小学5年生、
50人②ボランティア＝市内在住の30〜
60歳のかた、10人

内 ①＝キャンプ等の研修を通して、チー
ムワークやコミュニケーション能力を養
います②＝資料配布などを手伝います
費 創作活動の材料費等、実費あり（①だ
け）
申 5月1日㈪までに、①＝柏市子ども会
育成連絡協議会事務局（沼南庁舎3階生
涯学習課内）で配布する申込書に必要事
項を書いて、〒277－0872十余二313
－92　柏市青少年センターへ郵送（必
着）か同事務局へ直接持参を※応募者多
数の場合は抽選②＝同事務局へ電話で
他 ②は面接あり
問 生涯学習課☎7191－7393

ピヨピヨ親子 
ショートテニス教室

時 5月3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 テニス未経験の3歳〜小学生の子ども
と保護者、先着80組
費 500円
持 運動ができる服装・靴、タオル、着替え
申 4月5日㈬午前9時から、同研修セン
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
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■農業・梨の栽培と梨雑学
時 4/9の13時 〜15時30分 所
教福 費 500円 申 要予約 問 江
上☎080－4127－0311
■歌って伝える、伝統文化
時 4/11、5・6・7月の各月1回の
13時〜15時 所 ほのぼのプラザ
ますお 費 1回200円 申 要予約 
問 播磨（はりま）☎090－6024
－5500

■合気道体験会
時 4/16〜5/14の毎㈰９時30分
〜10時30分 所 中央体育館 費
無料 申 要予約 問 石田☎090－
6308－6699
■1日で歌えるジャズ講座
時 4/22の15時〜17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

■太極拳体験講習会
時 4/16の9時30分〜11時 所 旭
町近セ 費 無料 申 要予約 問 前
川☎7172－1645
■柏の葉BBC放課後活動体験
会
時 4/28の16時〜18時 所 柏の
葉小学校 内 スポーツで多世代
交流を楽しむ 費 無料 申 要予約 
問 池部☎050－5327－7715

■千葉県書作家連盟展
時 4/19〜23の10時〜17時（23
日は16時まで） 所 県プラ 費 無
料 問 池畑☎7139－2955
■たけのこ手織＆仲間たち展
時 4/26〜28日 の10時 〜16時 
所 Galleryたけのこ（高柳） 費 無
料 問 高山☎090－2428－6559
■語りと音楽の世界
時 5/6の14時〜16時 所 アミュ
ゼ柏 内 朗読劇「北里柴三郎」他。
生演奏と語り 費 990円 申 要予
約 問 佐藤☎7166－1817

■かしわ市民憲法集会
時 5/5の13時〜16時 所 市民文
化会館大ホール 費 499円 問 鈴
木☎090－5394－7310
■男声合唱団フロイデ定期演
奏会
時 5/7の14時〜16時 所 市民文
化会館大ホール 費 980円 問 平
田☎7174－1291

● 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

　

※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
●うたってあそぼう
季節の歌や童謡、手遊びを楽しみます
時 4月5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
●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 4月7日、5月12日、6月2日の各金曜日
午前10時〜11時30分 対 多胎児と保護
者、各先着5組 申 当日、会場へ直接
●プラレールであそぼう
線路をつなげて遊びます
時 4月15日 ㈯ 午 前9時40分 〜10時40
分・午前10時55分〜11時55分 対 幼児
〜小学生、各先着30人※未就学児は保
護者同伴 申 4月4日㈫午後2時〜☎で
●はぐはぐスペシャル「親子であそぼう」
触れ合い遊びや工作を親子で楽しみます
時 4月27日㈭午前10時50分〜11時30
分 対 乳幼児と保護者、先着8組 申 4月4
日㈫午前10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、手遊びや体操を楽
しみます
時 4月11日、5月9日・23日、6月13日・
27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
●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 4月18日㈫、5月16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
●なかよし広場スペシャル「みんなで作
ろうこいのぼり」
簡単なこいのぼりの工作やペープサート
を楽しみます
時 4月25日㈫午前10
時〜11時45分 対 乳
幼児と保護者、先着
6組 申 4月2日㈰午後
1時30分〜☎で

豊四季台児童センター☎7144−5363
●はぐはぐスペシャル「こいのぼりであ
そぼう！」
親子でこいのぼりの簡単な工作や的当て
を楽しみます
時 4月19日㈬午前10時30分〜11時15
分 対 乳幼児と保護者、先着14組 申 4月
2日㈰午後2時〜☎で

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 4月4日、5月2日、6月6日の各火曜日
午前10時〜11時30分 対 多胎児と保護
者、各先着5組 申 当日、会場へ直接
●わくわくスペシャル「こいのぼりを
作ってあそぼう」
親子でこいのぼりの工作や季節の歌など
を楽しみます
時 4月13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

各児童センター
●0才のじかん
子育ての情報交換をしたり、おしゃべり
や手遊びなどで交流したりします
対 0歳児と保護者 申 当日、会場へ直接

ところ・問い合わせ と　き
しこだ児童センター
☎7145－2522 毎週水・金曜日

午後1時30分〜3時高柳児童センター
☎7190－1348
豊四季台児童センター
☎7144－5363

毎週火・木曜日
午後1時30分〜3時

南部こどもの広場
☎7173－1333 毎週火・木曜日

午後1時30分〜2時
30分永楽台児童センター

☎7163－4050

光ケ丘遊戯室
☎7170－7600

毎週木・金曜日
午後1時30分〜2時
30分

布施遊戯室
☎7135－3960

毎週水曜日午後1時
30分〜3時

※学校の長期休業中など開催しない場合
あり

＊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）
4月4日㈫ 柏ふるさと公園

6日㈭ 柏たなか北公園
14日㈮ 中原ふれあい防災公園
20日㈭ 藤心近隣センター前広場

26日㈬ ラコルタ柏（教育福祉会館） （先着15
組）

28日㈮ あけぼの山農業公園
5月10日㈬ 北柏ふるさと公園

12日㈮ 増尾城址（し）総合公園
18日㈭ セナリオハウスパーク柏たなか
23日㈫ 柏リフレッシュ公園

25日㈭ まちの健康研究所「あ・し・た」（若柴）
（先着12組）

31日㈬ 大堀川防災レクリエーション公園
※いずれも午前10時30分〜11時15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

広報かしわがリニューアル
問 広報広聴課☎7167－1175・FAX7166－8289

　より読みやすく、親しみやすい広報誌を目指し、5月号から広報かしわを
リニューアルします。

手に取りやすい、A4サイズの冊子型に！
　誌面の構成や文字の大きさなどを考慮して、
読みやすく、手に取りやすい冊子型の広報誌に
変わります。

月1回の発行で、全世帯のポストへ直接お届け！
　これまで1日と15日の月2回発行していましたが、内容をまとめ
て月1回の発行とし、新聞折り込みでの配布からご自宅のポストへ
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。

　リニューアルのため、4月15日号の発行はありません。5月号は、4
月26日㈬〜30日㈰の間にご自宅へお届けします。5月1日㈪までに届
かない場合はコールセンターへお問い合わせください。

広報かしわ宅配コールセンター☎0120－276－673
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。

4月17日㈪から開通

ポイント1

ポイント2

！

5月から



　3月17日に、首相官邸で国民栄誉賞の表彰式が行われました。これまで26人と1団体が受賞され、国枝さんは28番目の受賞者になります。
国枝さん、おめでとうございます！
問共生・交流推進センター☎7167－0941・ 7165－7323

⃝1993年(9歳） 脊髄の病気で車いす生活に。小学6年生の時に母の
勧めで車いすテニスを始める

⃝2006年(22歳）世界ランキング1位を獲得
⃝2009年(25歳）日本の車いすテニス選手として初めてのプロ選手に
⃝パラリンピック5大会連続出場。4個の金メダルと2個の銅メダル

を獲得
⃝2022年(38歳）悲願のウィンブルドン選手権優勝。史上初の「生涯

ゴールデンスラム」を達成
⃝2023年1月22日、世界ランキング1位のまま現役を引退

みんなで受賞した国民栄誉賞
　受賞が決まった時は、本当に驚きました。僕よりも前に車い
すテニスをプレーしていた先人のかたがたがいなかったら、僕
自身もプレーする環境がなかったと思います。また、育ててく
れたテニススクールはもちろん、両親や妻、コーチやトレーナー
など、車いすテニスに関わってくれたみんなで受賞したと思っ
ています。

　順風満帆な競技人生ではなかったですが、それでも最終的に
昨年のウィンブルドンで全てのタイトルを獲り切ることができ
て、競技をやり抜いた、やり切ったと言い切ることができたこと
は、とても幸せなことでした。

柏市民の皆さんへメッセージ

　子どもの頃から柏育ちで、たま
たま柏市にあったテニスクラブが
一般のテニススクールと同じよう
に車いすテニスのスクールをやっ
ていたことが、車いすテニスを始
めたきっかけでもあるので、本当
にそれは運命としか言えないん
じゃないかと思います。
　柏愛はすごく強いので、これか
らもよろしくお願いします！

国枝慎吾

パラアスリート界、史上初の受賞者に

国民栄誉賞国
く に

枝
え だ

慎
し ん

吾
ご

さんが を受賞
柏市出身　元プロ車いすテニスプレーヤー

祝

写真提供：本間正広

数々の偉業を成し遂げた車いすテニス界の至宝

プ
ロ
フ
ィ
ー
ル・経
歴

広 

報

令和5年（2023年）

4.1
No.1670

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） 

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「株式会社ウィット」（☎072−668−3275）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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