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　4月から1年間、「We Love Kashiwaキャンペーン」
として市内でさまざまなイベントが行われます。これ
は、イベントを通じて「活気ある元気な柏」を市内・外
にアピールするもので、毎年行われているイベントの
ほか、スペシャルイベントも企画されています。
問Ｗe Ｌove Ｋashiwaキャンペーン実行委員会事務局
　（協働推進課内）☎7167－0941

パッパラー河合さん（ミュージシャン）

　テレビから柏に関する良いニュースが流
れる時、「それみたことか！我こそは柏っ子
なり！」と胸を張り、悪いニュースの時、「柏
が良からぬ方向に向かっている！どうしたも
のか･･･」と胸を痛める。
 こんな柏愛に満ちた人々が住む街、それが
柏である。今から34年前、18歳の時に「柏
よいとこ」なる歌を作った。柏が好きだ！な
ぜだろう？その謎を「とことんKASHIWAマ
イ・ラブ」で解き明かす。どうぞよろしく～！

　キャンペーン詳細は2面へ 　▶▶▶
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　私たちが愛してやまない柏のまちが、元気であることを全国に伝えるた
めに、私たちは立ち上がりました。市民がまちを愛する気持ちをさらに醸
成していくことは、これからの柏にとても重要なことです。商工業・農業・
教育・スポーツ・地域活動団体等と協働し、一丸となって取り組み、この
まちの活力を高めるためのキャンペーンにしていきたいと思います。
　Ｗe Ｌove Ｋashiwaキャンペーン、今ここに始動します。

「みんなが愛する元気な柏」へ
We Love Kashiwaキャンペーン実行委員会

　　委員長  寺嶋　哲生さん

私も
応援します 　4月22日㈪から、市のホームページでブログ「パッパ

ラー河合のとことんKASHIWAマイ・ラブ」連載開始予定。
We Love Kashiwaキャンペーンを盛り上げていきます。

昨年12月、柏商工会議所青年部
が柏駅前で撮影した、柏のPR映
像「リップダブ」の1コマ（映像はユー
チューブで配信中。「柏市PR」で検索！）

柏市の広報紙「広報かしわ」が変わりました。詳しくは12面で

このロゴマークが目印

Ｐ3…協働のまち「柏市民公益活動促進基金を設立」
Ｐ 4・5…こそだてかしわ
Ｐ6…市政情報「平成25年度当初予算」ほか

主な内容
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協力イベントは4月から行われます
　毎年行っているイベントでも、「Ｗe Ｌove Ｋashiwa」と冠を付
け、市内各所でキャンペーンを盛り上げていきます。

とき ところ
4月6日㈯・7日㈰ 桜まつり（会場：あけぼの山公園）

4月13日㈯・14日㈰  チューリップフェスティバル（会場：あ
けぼの山農業公園）

4月14日㈰
 東日本大震災復興支援チャリティー
ミュージックフェス～絆～（会場：柏ふ
るさと公園）

5月6日㈪

 2013かしわ市民芸術祭（会場：市民文化
会館大ホール）
※チケットは残りわずかです（チケット
のお問い合わせは伊藤楽器柏営業所☎
7147－0222）

◎協力イベントはまだまだ増える予定です

　たくさんの皆さんとこのイベント
を盛り上げていくために、缶バッジ・
ピンバッジ・ステッカーなどのグッ
ズを作成し、イベントに参加してい
ただいたかたなどに配布する予定
です。詳しくは実行委員会のホー
ムページをご覧ください。

限定グッズを作成します！

キャンペーンイベントは1年間行われます

イルミネーションイベント
　柏駅東・西口を会場とし、店舗と一体となりイルミネーション
で彩るイベントです。どんな内容になるかはお楽しみに！

クラシックコンサート
　柏市出身のNHK交響楽団員がアンサンブルを編成し、クラシッ
ク音楽の魅力を披露します。

柏・我孫子
花火大会in手賀沼
　ここ2年、開催を見合わせてい
た手賀沼花火が今年復活します。

柏まつり
　今回は子どもスペシャル！
新たに編曲した柏おどりの音
楽に合わせて、小学校対抗創
作踊りコンテストを行います。

新曲「Ｎew 柏おどり」
が登場！

　市立柏第四中学校の田嶋勉先
生編曲、市立柏高等学校吹奏楽
部演奏・歌唱によるイチカシ風
「New 柏おどり」です。この曲に
乗せて、小学生がどんな創作踊
りを披露してくれるか、楽しみで
す。

かしわ街ごとキッザニア
　小学生を対象にした、柏駅・柏の葉キャン
パス駅周辺での職業体験イベントです。夏休
みは柏でお仕事体験しちゃおう！

詳細は後日、
実行委員会の
ホームページで

時8月3日㈯午後7時30分頃から
●同時打ち上げで目指せ日本一
　市内ではこの日に合わせ、利根川河川敷など3会
場で同時に花火を打ち上げ、手賀沼の3会場と合わ
せた6会場の合計花火本数は約2万発。同時複数会
場打ち上げ数日本一を目指します。
●花火デザインコンテスト
　市内の小学生からデザインを募集し、実物化し
ます。これを打ち上げ、コンテスト形式で競います。
対  市内の小学生
申  4月19日㈮までに、はがきにデザインとデザイ
ンへの思い、郵便番号・住所・氏名（ふりがな）・
電話番号・学校名・学年を書いて、〒277－
8505　柏市役所協働推進課へ郵送で（必着）※
詳しくは実行委員会のホームページをご覧くだ
さい

手賀沼花火が復活！
さらに3会場で！

「We Love Kashiwa」を増やそう
キャンペーン協力イベントにご登録を

皆さんのご協力を
協賛金を募集しています

　実行委員会では、4月～来年3月に市内で開催されるイベントと連携し、
「Ｗe Love Kashiwa」の名を冠して、「元気な柏」を全国に発信していきます。

　例　We Love Kashiwa ○○祭り 
　キャンペーンにご協力いただけるイベントを募集します。ご協力いただ
ける民間事業者・団体のかたは、ぜひ登録をお願いします。

　　　 イベント周知のお手伝いをします！
　皆さんが主催するイベントのポスターやチラシ・看板などに公式ロゴマー
クをお使いいただいた場合には、実行委員会のホームページやツイッター・
フェイスブックにイベント情報を掲載し、イベント周知をお手伝いします。
申  実行委員会のホームページに掲載されている規約を読んだ上で、登録用
紙（同ホームページからダウンロード可）に必要事項を書いて、〒277－
8505　柏市役所協働推進課へ郵送、 7167－6644するか info-
kyds@city.kashiwa.lg.jpで

　実行委員会では、市民の皆さんからの協賛金を募っています。当キャンペーンにご理解いただ
き、ご協力くださいますよう、お願いします。

　振込先：千葉銀行柏市役所出張所
　　　　　普通　3046938
　　　　　WE LOVE KASHIWAキャンペーン実行委員会　委員長　寺

テラ

嶋
ジマ

　哲
テツ

生
オ

※ご入金の際は電話番号等、連絡先を付記してください 
※振り込み手数料が掛かります
※協賛金は税法上の寄付控除の対象とはなりません
※受納書が必要な場合はお問い合わせください
※ 協賛金にご協力いただいた場合、実行委員会公式ホームページに企業・団体・個人名を掲載します。
掲載を希望されない場合は、当キャンペーン実行委員会事務局までご連絡ください

　We Love Kashiwaキャンペーンのイ
ベント情報は、実行委員会公式ホーム
ページで見ることができます。その他
にも、イベントが行われるまでの制作
の様子をお知らせしたり、ツイッターや
フェイスブックとも連動させたりしなが
ら、キャンペーンに関する情報を発信し
ていきます。ぜひご覧ください。  http://welovekashiwa.net/

特 典

We Love Kashiwa
キャンペーンの
情報はココで

缶バッジデザイン（実物はカラー）

公式ロゴマーク（実物はカラー。1面参照）

　1面からの続き  ●We Love Kashiwa キャンペーンがはじまります　▶▶▶
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　市では、これまで市民公益活動の立ち上げを支援す
る補助金を交付してきましたが、全ての活動に対して
補助金を出すことはできません。そこで、市民公益活動
を支えるために重要な要素となるのが「寄付」です。「柏
市を良くしたい」という皆さんの思いを、寄付を通して
市民公益活動団体へと託し、住みやすいまちを一緒に
作りましょう。

問協働推進課☎7168－1033

　この基金は、皆さんの寄付で市民公益活動を支える制度です。市
民のかたに広く愛されるような、親しみやすい愛称を募集します。

申  4月30日㈫午後5時までに、住所・氏名・年齢・電話番号・基金
の愛称を書いて、〒277－8505　柏市役所協働推進課（市役所
本庁舎3階）へ郵送（必着）、
info-kyds@city.kashiwa.
lg.jpするか直接持参を

問  協働推進課☎7168－1033

　日本には、寄付文化が根付いていないといわれていま
すが、東日本大震災の際には、市内でも震災復興を支援す
る市民団体に多額の寄付が寄せられました。「困っている
人のために役に立ちたい」と思っているかたは多いはず
です。実際、市には困っている人のため、そして社会を良
くするために活動しているかたたちがたくさんいます。
「役に立ちたい」という思いを、そのようなかたたちに託
すことのできる制度が「柏市民公益活動促進基金」です。
皆さんに愛される制度になることを願っています。

　市民や事業者のかたから寄付を預かり、市民公益活
動団体を資金面から援助する制度です。特定の団体
を応援できる基金は「県内初」の試みで、これまで以上
に市民公益活動団体を応援しやすくなります。

基金の愛称を募集します！ 基金立ち上げの担当者に思いを聞きました

柏市協働推進課
有馬　貴子さん

柏市民公益活動
促進基金を設立

皆さんから基金への
寄付を募ります

皆さんの思いが、柏市の
市民公益活動を元気にします

資金の援助を受け、活動を行います

柏市が寄付をお預かりします

報告
寄付金の使われ方については、市の
ホームページ等でお知らせします

活動内容を審査します
選考

寄付する先を
選ぶことができます

寄付

市 民 と と も に 歩 む

柏市では、市民との協働によるまちづくりを進めています協働のまち

市のホームページ等に
名前や活動を紹介します
　希望すると、寄付をしたかたの名
前や活動を市のホームページ等で紹
介するとともに、寄付金の使われ方
についても報告します。

税金が軽減されます
　基金への寄付が「ふるさと寄付金」
の対象となるので、個人では、所得税
と住民税が軽減されます。法人では、
全額損金算入が可能なため法人税が
減税されます。

■寄付のモデルケース

家族構成 夫、妻、子ども1人（16～18歳）

給与収入 600万円

寄付金 3万円

　市民のために、福祉・子育て支援・地域防犯・文化振興や環境保全など、
さまざまな分野で活動している団体が対象となります。登録団体の情報
は、協働推進課（市役所本庁舎3階）・柏市民活動センターで配布している
「登録団体リスト」か、市のホームページをご覧ください。なお、最初の登
録団体の決定は4月下旬の予定です。

　この基金の最大の特徴は、寄付をするかたが寄付の使い道を選ぶことが
できることです。寄付の指定先には、次の2種類があります。
①団体応援寄付
　 寄付者が、応援したい市民公益活動団体を選んでするもので、登録団体
の決定後（4月下旬頃）から申し出をすることができます

②一般寄付
　 特定の団体ではなく、市民公益活動全般への活用に向けてするもので、随
時申し出をすることができます

　（例）活動拠点の整備、貸出用備品の購入、イベント・研修会の実施など

　市内に事務所を置き、構成員が5人以上の市民公益活動団体であることなど、登録
には一定の要件があります。詳しくは、協働推進課・柏市民活動センターで配布して
いる「制度のご案内」か、市のホームページをご覧ください。

　協働推進課（市役所本庁舎3階）等で配布しているパンフレット
に添付された「寄付申出書」に必要事項を書いて、〒277－8505
柏市役所協働推進課へ郵送してください。後日、納付書を送りますので、
指定金融機関等からお支払いください。なお、市のホームページから寄付
の申し出をすることもできます。

軽減額
（所得税＋住民税）

28,000円

寄付者の実質負担額 2,000円
※今後税制改正があるため、この限りではありません

※軽減額は、実際の軽減額と異なる場合があります

他の自治体では…
・さぽーとほっと基金（札幌市）
・よこはま夢ファンド（横浜市）
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●児童センター
［☎テレホンガイド］

対 0～ 18歳（未就学児は保護者同伴）
◎来館は自由。無料

地域 児童センター名称 住所・電話

北 

部 布施遊戯室
布施1196－5（布施近
隣センター内）
☎7135－3960

中

　央

しこだ児童センター 篠籠田609－5
☎7145－2522

豊四季台児童センター 豊四季台1丁目1－114
☎7144－5363

永楽台児童センター
永楽台2丁目11－25（永
楽台近隣センター内）
☎7163－4050

南

　部

高柳児童センター 高柳1652－1
☎7190－1348

南部みんなの広場
新逆井2丁目5－13（南
部近隣センター内）
☎7173－1333

光ケ丘近隣センター内
遊戯室

光ケ丘団地200－5
☎7170－7600

センターの数だけ
楽しみ方がいろいろ
　センターによっては、土・日曜日
でも開設し、お昼を食べるスペース
もあります。また、年齢別での事業
やお祭り・キャンプな
ど季節に合わせたイベ
ントを企画・実施する
など、センターの数だ
け楽しみ方があります。

育児相談に
保育士等が対応
　子育ての悩みや相談
などに保育士等の専門
職員が応じます。0歳児から使える

　センターは、もうすぐママになるか
たや、0歳の子どもから利用できる施
設として、開放しています。地域子育
て支援センターの多くは、保育園内に
あるため、園内の様子を垣間見ること
ができます。

対▶児童センター =0～18歳
（未就学児は保護者同伴）▶地
域子育て支援センター =未就

学児と保護者

おもちゃや
遊具が充実

　センターには、子どもたち
の好奇心をくすぐるおもちゃ
や遊具が
いっぱい
そろって
います。

あなたの
近くにある！
　小さな子どもを連れて
遠出はちょっと…そんな
ママたちの心強い味方。
市内に27カ所あり、気軽
に利用することができま

す（別表参照）。

そんなとき･･･

あなたの近くに
いい場所あります !
　育児での気分転換やママ・パパ同士での交流をしたいとき
は、「児童センター」や「地域子育て支援センター」に行って
みてください！　親子が気軽に集える場所です。

地域 保育園名・子育て支援センター名称 住所・電話

北

　部

私立

おお田保育園
さっちゃん家（ち）

大青田1507－8
☎7131－2795

あい保育園柏たなか駅前
あいあいキッズ

小青田192東54街区9
☎7135－1137

花の井保育園
おひさまクラブ

大室1285－12
☎7197－7710

ココファン・ナーサリー柏の葉
プチ・ココファン

若柴227－6柏の葉キャン
パス147街区コモンD棟
☎7137－0860

柏の葉キャンパス保育園
ひ・ま・わ・り

若柴173－8柏の葉キャン
パス151街区A棟－SA－2
☎7134－4774

ひかり隣保館保育園
Kids Square（キッズスクエア）

十余二175－42
☎7135－3715

柏こばと保育園
おいかけっこ

十余二287－270
☎7131－4515

西口保育園
さくらんぼ

布施1211－1
☎7134－2491

公立 富勢保育園
らっこ

布施834－1
☎7131－0179

私立 北柏駅前保育園わらび
あしびなぁ

北柏3丁目2－5
☎7166－7355

地域 保育園名・子育て支援センター名称 住所・電話

中

　央
私立

くるみ幼稚園
くるみサロン

豊四季台1丁目1－113
☎7144－1647

柏中央保育園
ステップ

明原1丁目2－10
☎7147－3922

巻石堂さくら保育園
たいよう組

柏3丁目10－28
☎7166－7374

吉野沢保育園
ぺんぎん組

豊平町11－18
☎7100－2200

柏保育園
ばんびくらぶ

南柏中央6－5クイーンビ
ル1・2階
☎7171－6700

南

　部

公立
（柏市
委託）

柏市地域子育て支援センタ
ーぽっかぽか

大津ケ丘3丁目4－1－102
☎7191－1920

私立

柏みどり保育園
おやこの広場あ・そ・ぼ

東中新宿3丁目23－1
☎7192－6548

柏さかさい保育園
まことちゃん

逆井1377－1
☎7172－3939

みなみ高柳保育園
ゆうゆう（遊々）

高柳1337－2
☎7192－3745

公立 酒井根保育園
こあら

酒井根4丁目10－33
☎7172－2001

対未就学児と保護者　◎予約、登録料が必要なセンターあり

開館日・時間など、詳しくは各センターへ問い合わせを

●地域子育て支援センター

　
親戚や友達が
近くにいなくて
相談相手が
いないわ

▲児童センターの催し
「多胎児のつどい～ツインズ～」

今号から「子育て」を応援する
コーナーがスタート！

　わが子の成長を見ることは誰しもの喜びですが、「子育て」はとにかく大変！　
疲れ・悩み・戸惑い・不安がつきもので、完璧な人はいません。特に初めて
の子の場合や、引っ越したばかりで周りに知り合いがいない環境の場合は、
その不安や悩みを抱えこんでしまいがちです。
　数十年前は、おじいちゃんやおばあちゃんが一緒になって面倒をみてくれ
たり、隣近所のかたが気に掛けてくれたりと、家庭・地域全体で子どもを見
守り、育てていました。
　今はどうでしょう。核家族化や地域とのつながりの希薄化という社会環境
の変化が、「孤立」を生み、子育てへの負担感を大きくしています。そして、
子育てそのものがつらく苦しいものへと変わってしまうママやパパがいると
いう現実を無視することはできません。
　今号から毎月1日号で、柏で子育てをするママやパパのつながりや、次の一
歩を踏みだすヒントとなる、さまざまな子育て情報をお伝えしていきます。

■柏市における世帯の家族類型
（平成22年国勢調査。不詳は除く）

核家族
（夫婦のみ）

核家族（夫婦と子・
男親と子・女親と子）核家族以外

の世帯

非親族を
含む世帯

単独世帯

平成22年
世帯数

160,222世帯

21.1％

42.4％6.9％

28.6％

1.0％

問児童育成課☎7167－1595・しこだ児童センター☎7145－2522・保育課☎7167－1137

気分転換
したい 仲間を

作りたい

　
隣近所との付
き合いもないし、
周囲に同世代の
子どもがいない

のよね

　
自分の子ども
を産むまで小さ
な子どもの世話を
したことが
ないわ 　

自分の
育児方法は
間違っていな
いかしら

幼稚園
と保育園

どっちがいい
のかしら

誰かに
相談したい

柏の子育て情報はココで配信中！！
かしわ子育てサイト

携帯サイト
はこちらから
アクセス ≫

はぐはぐ柏 検索
ツイッター 
▶親子で楽しめるイベントや
　施設情報などを配信
アカウント: @kashiwa_jidouik

▶児童センターのイベント情報を配信
アカウント: @kashiwa_jido_c

柏市子育てサイト
はぐはぐ柏マスコット

「みるちぇ」
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ひとり親家庭に柏レイソル観戦
チケットをプレゼント
観戦試合 4月26日㈮午後7時から日立
柏サッカー場で行われる、対大宮アル
ディージャ戦
対市内在住で、ひとり親家庭の中学生
以下の子どもと保護者、6組（12人）
申4月15日㈪までに、はがきに「柏レイ
ソル観戦チケット希望」と明記し、5面右
上の必要事項（保護者）と子どもの氏名・
年齢を書いて、〒277－8505　柏市役
所児童育成課（市役所別館3階）へ郵送（必
着）するか直接※応募者多数の場合は抽
選。結果はチケットの発送をもって通知
問児童育成課☎7167－1595

かしわファミリー・サポート・セ
ンターの会員を募集
対▶協力会員＝市内在住で心身共に健
康なかた（年齢・資格は不問）▶利用会
員＝市内在住・在勤で生後6カ月～小学
6年生の子どもがいるかた
内子どもの預かりや送迎など
費各会員とも年額1,200円
援助時間 午前6時～午後10時の範囲内

■入会説明会・基礎研修会
対象 内　容 と　き

利用
会員 入会説明会

4月5日㈮・5月2日㈭・6
月5日㈬・7月9日㈫午前
10時～正午

協力
会員

入会説明会・
基礎研修会

5月10日㈮・7月11日㈭
午前9時30分～午後3
時30分

▶会場はいずれもいきいきプラザ▶会費と登
録者の写真（3.0センチメートル×2.4センチ
メートル）2枚の持参を▶当日、会場へ直接
▶各会員ともそれぞれいずれか1日出席を

■報酬の基準
援助時間 報酬の基準（1時間）

月～金曜日午前7時～
午後8時 700円

土・日曜日、祝日、年末
年始と上記時間外 800円

▶報酬は利用会員から協力会員へ直接支払
いを▶交通費・飲食代・おむつ代などは実費
▶ひとり親のかたへ利用料の半額を助成。
所得審査などあり。児童育成課（☎7167－
1595）へ相談を

問かしわファミリー・サポート・センター
☎7162－0330

親子で遊びながら仲間づくり「親
子ふれあい広場」
時5月13日㈪・6月10日㈪・7月1日㈪・
8月26日㈪・9月30日㈪・10月22日㈫・
11月11日㈪・12月2日㈪・来年1月20
日㈪・2月17日㈪・3月3日㈪午前10時
～ 11時30分（計11回）
対市内在住で平成22年4月2日～平成
23年4月1日生まれのお子さんと保護
者、32組
内親子で一緒に遊びながら、仲間づく
りや子育ての情報交換をします
申4月18日㈭までに、往復はがきに5面
右上の必要事項と子どもの性別・生年月
日を書いて、〒277－0005柏5丁目8－
12　柏市中央公民館へ郵送（必着）する
か info-chkm@city.kashiwa.lg.jpで
※応募者多数の場合は抽選
所 問中央公民館☎7164－1811

かがやけ！ てがっ子！ わいわい
子ども塾
時 内▶5月6日㈪＝つくろう！お友だち！
▶6月15日㈯・16日㈰＝カヌー体験 in 

小見川▶8月18日㈰・19日㈪＝泊まって
みよう！手賀の丘▶10月20日㈰＝見つ
けてみよう！お芋掘り！▶12月14日㈯・
15日㈰＝みんなで笑顔修了式！（計5回）
対小学4年生～中学3年生、30人
費12,000円
申4月7日㈰までに、5面右上の必要事項
と学年・性別を書いて、〒270－1456
泉1240－1　手賀の丘少年自然の家へ
郵送で（必着）※応募者多数の場合は初
めてのかたを優先し抽選
所 問県立手賀の丘少年自然の家☎7191
－1923

※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　 保護者＝主に保護者対象

児童センターの催し児童センターの催し

①希望する講座・催し名
②〒・住所　　　　④年齢
③氏名（ふりがな）⑤電話番号

はがき・ファクスなどの記入内容
右記の要領で必要事項を記入。往復はがきの
場合は返信面の宛先を記入してください

問こども図書館☎7108－1111

※当日、会場へ直接。「ちょっと大きい子」
＝4歳以上向け

午前中催しがない日は、午前10時30分か
ら「こども図書館おはなし会」あり

と　き 催　し
3日㈬午前10時
30分～11時

読み聞かせ・親子ふれ
あい遊び・季節の歌
「ぽっかぽかひろばミニ」

6日㈯午前11時
～11時30分 ちょっと大きい子のた

めのおはなし会7日㈰午前11時
～11時30分

9日㈫午後3時
～3時30分

読み聞かせ・手遊び・
パネルシアター「はじま
る はじまる えがおのじ
かん」

11日㈭午前10時
30分～11時

読み語り・手遊び・わら
べうた・テーブル人形劇

13日㈯午前11時
～11時30分

ちょっと大きい子のた
めのおはなし会

14日㈰午前11時
～11時30分

読み聞かせ・パネルシ
アター・手遊び「親子
でにっこり笑顔のひと
ときを」

こども図書館こども図書館
4月前半の催し

※9面の「健康ガイド」で子どもも利用できる「ふれあい健康相談」等を掲載

南部みんなの広場（南部近隣センター内）
☎7173－1333（午前10時～午後5時）

●いっしょにあそぼ
わらべ歌や手遊び・手袋人形を交えながら、
お話の世界を楽しみます
時4月5日㈮午前10時30分～11時30分 対幼
児と保護者、先着20組 申当日、会場へ直接

しこだ児童センター☎7145－2522
●青少年の居場所「あさっての会」
中高生優先の場。ボードゲームもそろえてい
ます。もちろん宿題や勉強もOK！
時4月6日・13日・20日・27日の各土曜日
午前9時30分～午後4時30分 対中学生～
18歳、先着10人 申当日、時間内に会場へ
直接
●多胎児のつどい～ツインズ～ 保護者
双子ちゃん、三つ子ちゃんのママ・パパ集ま
れ！ 自由に遊びながら情報交換や悩み相談
をしましょう
時4月16日㈫午前10時～11時30分 対多胎
児と保護者、先着20組 申当日、会場へ直接

青少年センター
問しこだ児童センター☎7145－2522

●パパ's day ～作って食べようバームク
ーヘン
直火でのバームクーヘン作りに挑戦！ パパ
と体を使って遊んだり、みんなで交流したり
します
時4月21日㈰午前10時～午後1時 対子ども
と保護者、先着30人 費1人150円（未就学児
80円） 申4月2日㈫午前10時～☎で

豊四季台児童センター ☎7144－5363
●ベビーマッサージ
着衣でのベビーマッサージです。親子でゆっ
たりした時間を過ごしましょう
時4月16日㈫午後2時～3時 対0歳児と保護
者、先着10組 申4月2日㈫午後2時～☎で

布施遊戯室（布施近隣センター内）
☎7135－3960（午後1時～ 5時）

●かぶとをかぶってへ～んしん
大きな紙でかぶとを折ったり、紙
人形劇を楽しんだりします
時4月22日㈪午前10時30分～ 11
時30分 対幼児と保護者、先着15
組 申4月2日㈫午後1時30分～☎で

高柳児童センター☎7190－1348
●カプラの時間
手のひらサイズの板から、家・橋・滝作りな
どに挑戦します
時4月20日㈯午後2時～3時30分 対どなた
でも、先着30人 申4月2日㈫午後2時～☎で

高柳近隣センター
問高柳児童センター☎7190－1348

●パパと一緒にクッキング
パパと一緒に、簡単カレーと豆腐の白玉団子
フルーツソース掛けを作って食
べ、楽しい時間を過ごします
時4月21日㈰午前10時～午後1
時 対小学生と父親（保護者）、
先着8組 費1人300円 申4月3
日㈬午後2時～☎で

保健所地域健康づくり課☎7167－1256・1257
母親学級 予 17日㈬・18日㈭午後1時～3時30分（計2回）、ウ柏。初めて出産するかた

マタニティクッ
キング教室 予

9日㈫午前10時30分～午後1時30分、アミュゼ柏。妊婦（子どもを除く家族
も可）。費用600円※予約時に用意する物の確認を

こんにちは
赤ちゃん事業
（全戸訪問）

平成25年2月に生まれた乳児。自宅に柏市民健康づくり推進員や看護師等
が訪問します。赤ちゃんの成長や育児への不安など、気軽に相談を（時期が
ずれる場合や、事前連絡なしに訪問する場合もあり）

離乳食教室 予
25日㈭午前10時30分～11時30分、中央保セ。生後4～ 6カ月児の保護者。
母子健康手帳・筆記用具の持参を※保育・試食なし。乳児同伴の場合はバ
スタオルの用意を

発達支援相談予 19日㈮午後2時～4時40分、ウ柏。児童精神科医師・臨床発達心理士・保
健師等による、発達の気掛かりなお子さんに関する相談

通知が届いていない場合はご連絡を
▶1歳6カ月児健診（平成23年9月生まれ）　　　▶3歳児健診（平成21年10月生まれ）
▶2歳の歯☆ピカランド（平成23年4月生まれ）  ▶フッ化物歯面塗布（平成22年10月生まれ）

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10時～午後4時）・歯科以外☎7163－0119※音声案内 

予＝予約制　ウ柏＝ウェルネス柏
保セ＝保健センター　近セ＝近隣センター4月こ ど も 健 康 ガ イ ド

　今は幼稚園に通っているため、イベントへ
の参加がほとんどですが、小さい頃は週3日
以上利用していました。おもちゃの貸し借り
などで、子どもが集団のルールを学んだり、
相手を思いやる気持ちが芽生えたりと、うち
のような一人っ子で、周りに同世代の子ども
がいない家庭にとっては、センターの存在は
とても大切です。

　自由に遊べることが良いです
ね。お店だと触ってはいけない
ものとかがあるので…。ここだ
と、子どももストレスなく遊べ
るみたいです。集団生活にも慣
れて、コミュニケーション能力
が付くと思います。

八木 光徳さん・美
保さん・悠仁くん
（大津ケ丘在住）

小川 里奈さん・颯大くん（豊四季在住）

　この他にも、不定期だ
けど保育園の園庭開放や
近隣センターの「母と子の
つどい」などもあるみたい。
はぐはぐ柏のサイトで詳
しく見られるよ。
ぜひ、行ってみ
てね！

＊ミニなかよし広場
　市内の公園で、保育士と一緒に手遊び
やゲーム・エプロンシアターなどを楽しみ
ます。
時 所別表参照※公園で除染作業を行って
いる場合は開催できません　申当日、会場
へ直接

問豊住保育園☎7174－7197・保育課☎7167－1137

※時間はいずれも午前10時30分～11時30分
（雨天中止）

＊子育てサークルへの遊びの支援
　定期的に活動している子育てサークルへ
保育士が出向き、親子と一緒に遊んだりお
もちゃ作りをしたりします。

とき ところ
4月12日㈮ 柏ふるさと公園（柏下）
16日㈫ 南部公園（新逆井2丁目）
18日㈭ 柏の葉公園（柏の葉4丁目）

23日㈫ 藤心近隣センター前広場（藤
心4丁目）

25日㈭ 北柏ふるさと公園（呼塚新田）
30日㈫ 南柏児童遊園（南柏2丁目）

5月10日㈮ 光ケ丘中央公園（光ケ丘団地）
14日㈫ 豊四季庚（かのえ）塚緑地（豊四季）
16日㈭ 増尾城址（し）総合公園（増尾）
21日㈫ 高田緑地（高田）

23日㈭ 中原ふれあい防災公園（中原1
丁目）

28日㈫ 豊町第二公園（豊四季）

　対象は1歳6カ月～3歳児と保護者。
みんなで「わいわい」楽しもう！

市役所別館3階に
子どもの遊び場スペース
「キッズコーナー」が

できました！
　子ども関係の手
続きなどの際に、
保護者同伴でご
利用ください。

　本庁舎1階と別館3階には、授乳
室もあります。
問児童育成課☎7167－1595

●費用で特に記載のないものは無料です
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※ 事業費には平成24年度2月補正予算に計上した事業費や後年
度への継続事業費を含みます

市政情報

● 限られた財源を効果的に活用するために
　予算を編成するに当たり、単に事
業費を圧縮するのではなく、限られ
た財源の中で公費を使うことの是非
や優先順位を考慮しています。市民
の暮らしを守る事業や、新たな活力
と成長に結び付く事業に財源を配分
しました。

　国の経済対策に対応するた
め、平成24年度2月補正予算
に小・中学校の耐震補強工事、
道路の改良工事等で約17億
円を前倒して計上し、平成
25年度当初予算と一体的に
編成しました。

　柏市の平成25年度当初予算が市議会で可決されました。一般会計は、
平成24年度当初予算と比べ0.9パーセント増加の1,101億6,000万円
で、これに特別会計と企業会計を加えた予算総額は1.3パーセント増加
の約1,989億1,600万円です。詳しい予算の内容や市の財政については、
市のホームページで公開しています。

問財政課☎7167－1120

平成25年度当初予算 
新年度からの
取り組みを紹介

市債（借金）残高の縮減
※一般会計・特別会計・企業会計の市債残高の合計

（億円）

H21 22 23 24 25（年度末）
0

1,500

2,000

1,920
1,842

1,743 1,726
1,677

新たな市債（借金）の借入額を
抑制することで、

着実に減少しているんだね

（4月1日現在）25242322H21

（人）
定員

120
3,606 3,726

3,846

4,207
4,467

120
361

260
270

26

4,737

450（※）

3,000

新規定員=

既存定員=

■認可保育園の定員数の推移

重点を置く4つの事業

新規事業
集中豪雨による浸水を防ぐ雨水管整備
●大堀川へつなぐ雨水幹線整備（平成25～27年度事業・
16億1,300万円）
浸水解消を図るため、豊四季・今谷上町地域の雨水管整
備【下水道整備課】
●大津川へつなぐ雨水幹線整備（平成25～26年度事業・
4億5,900万円）
浸水解消を図るため、増尾駅周辺から増尾西小学校周辺
までの雨水管整備【下水道整備課】

エコ窓改修工事費用の4分の1を補助
●エコハウス促進補助制度（900万円）
断熱性能に優れたエコ窓を設置することで温室効果ガス
排出抑制を目的とした住宅改修補助【環境保全課】

拡充事業
●豊四季台地域高齢社会モデル事業（約3,500万円）
本格的な高齢社会に備え、豊四季台地域をモデルとして
医療・介護・予防・住まい・生活支援サービスを充実【福
祉政策室】

主な新規・拡充事業と取り組み

●救急医療対策（約1億4,000万円）
休日・夜間における救急医療体制を整備するための補
助。新たに小児科二次病院待機事業補助・命に直結す
る疾患救急体制整備事業補助を実施【保健福祉総務課】
●動物愛護センター整備事業（約3億1,300万円）
平成26年度開設に向け、犬・猫飼育室、治療室、多
目的ホールを備えた動物愛護施設の建築工事・施設整
備【生活衛生課】

行政改革・財政健全化の主な取り組み
補助金の見直し
外部評価を活用した補助金の見直しを昨年度に引き
続き105件を実施。約1,900万円を実質削減し、平成
25年度予算に反映

事業仕分けの実施
市が行う行政サービスの必要性を第三者の観点から見
直しを実施。平成24年度は8事業の約200万円を実質
削減し、平成25年度予算に反映

組織体制の見直し
児童福祉分野や地域医療の充実など優先度の高い課題
の解決や重点施策推進のために限られた人員を有効配
分し、所要の体制見直しを実施

　市のホームページでは、市債残高が一目で
分かる「借金時計」を公開しています。ぜひご
覧ください。

● 平成25年度予算編成の特徴

家計の
やりくりと
一緒ね！

マスコットキャラクター
おさいふくん

平成25年度 1,102億円 対前年度比較 10億円増
（0.9％増）

<平成24年度２月補正予算への前倒し含む>

平成25年度 1,119億円 対前年度比較 27億円増
（2.5％増）

借金時計を公開しています！

50

100

27（年度末）2625242322H21

（％）

耐
震
化
率 73.4％

78.7％
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95.4％

100％
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■小・中学校の耐震化率

■一般会計予算規模

校舎の耐震補強工事

現在の柏中学校体育館

公園の除染作業

※ 0 ～ 3歳児の保育を行う認定こども園を整備した場
合、新規定員数が減少することがあります

（1）子育て環境の充実
●私立認可保育園を整備（約6億5,700万円）
私立認可保育園の平成26年4月開園に向けて、待機児
童の多い0～ 2歳児を中心に、5園程度の新設等を補
助【保育課】

●学びづくりフロンティアプロジェクト（約2,200万円）
モデル校として2中学校区を選定し、学校図書館指導
員の増員や図書館のエアコン設置などを実施【指導課・
学校教育課】

（2）防災安全対策
●小・中学校の耐震補強事業（約10億4,500万円）
平成27年度までに耐震補強工事が完了予定【学校施設
課】

●柏中学校体育館整備（平成25～ 26年度：約6億6,900 
万円）
老朽化した体育館を建て替え、災害時に避難者の受け
入れを実施【学校施設課】

●避難所開設・運営資機材の配備（約500万円）
避難所の開設・運営に必要な照明や事務用備品などを
市内110カ所の避難所に配備【防災安全課】

（3）放射線対策
●除染事業（約7億2,500万円）
公園、道路側溝、スポーツ施設などの除染を実施【公
園管理課・道路維持管理課・道路サービス事務所・ス
ポーツ課など】

（4）市のイメージアップ推進
●イメージアップ推進事業（約4,700万円）
市民の柏への愛着や誇りを高めていくイベント等を実
施。また、市外にもその様子を発信することで柏のイ
メージアップを推進【協働推進課・秘書広報課・地域
支援課】
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市の組織を一部改正
問行政改革推進課☎7167―1118

柏市民活動フェスタ2013関連イベントを開催
  問協働推進課☎7167－0941

柏市民活動フェスタ2013については柏市民活動センター☎7163－1143

吉田堅治「生命（いのち）」展が開催！
パリに40年以上住んだ画家・吉田堅治（1924

～ 2009) の作品展を、市民ギャラリーで開催しま
す。
特攻隊として生き残ったことで生と死に悩み続

けた吉田は、「生命(いのち) 」をテーマとした作品
を描き続けました。日本伝統の金ぱく・銀ぱくを
油絵に取り入れた手法は大きな反響を呼び、存命
中の画家として初めて大英博物館で個展を開いた

り、英国の大聖堂やパリのユネスコ本部で個展を行ったりしました。
今回は、昨年の大正新版画展に引き続き、代表作を含めた50点余りを公

開します。

時 4月14日㈰～21日㈰ 午前10時～午後8時※初日は午後1時から、最終日は午後5
時まで

所 市民ギャラリー（柏髙島屋ステーションモール8階）
費500円
内 本人のメッセージ、制作や個展の風景、ド
キュメンタリー映像の公開

他 開催期間中のスタッフを募集しています。
申し込みは吉田堅治展実行委員会へ電話で

問 同実行委員会☎7146－6800・協働推進
課☎7168－1033

　４月１日から改正された市の組織の主なものは、次のとおりです。
新設
○下水道経営課（市役所分庁舎1）
　 下水道事業への公営企業会計の導入準備に伴う体制の整備※下水道使用料、公共下
水道受益者負担金などに関する業務が下水道維持管理課から移管されます

改編
○雨水排水対策室（市役所分庁舎1）
　 排水対策課を改編し、雨水排水施設の一元管理体制を強化
○交通政策課（市役所分庁舎1）
　 道路交通課を改編し、公共交通を含めた交通施策全般を担当

妻寛子さんをイメージして描いた作品

　5月12日㈰に柏駅東口周辺とアミュゼ柏で「柏市民活動フェスタ2013」を開催しま
す。市内で活躍しているさまざまな市民活動団体を知ってもらい、地域活動参加のきっ
かけづくりと情報提供を目的としています。開催に先立ってさまざまなイベントが行
われますので、ぜひご参加ください。

●ちびっこあつまれ！
　春のおはなし会＆ほっとすぺーす
時  4月3日㈬①＝午前11時～正午②＝午
後2時～3時

所  イオンモール柏（豊町2丁目）
費  無料
申  当日、会場へ直接
問  NPOこどもすぺーす柏☎7169－8451
●わが家の耐震診断相談会
時  4月10日㈬・28日㈰午前11時～正午
所  柏市民活動センター
定  各日先着10組
費  無料
申  4月2日㈫午前9時から、同団体へ電話で
問  かしわ地域防災エコネット☎7174－
1145

●柏市民劇場「CoTiK」による上演会
時  4月20日㈯午後6時～ 6時30分、21
日㈰午前11時～ 11時15分・午後2
時～ 2時30分

所  モラージュ柏（大山台2丁目）
費  無料
申  当日、会場へ直接
問  柏市民劇場CoTiK（松本） ☎090－
7284－9934

●住宅や建築物の相談会
時  4月20日㈯午前10時～午後4時
所  柏工業専門校「アイワーク柏」（明原3
丁目）

定  先着10人
費  無料
申  4月2日㈫午前9時から、同団体へ電話で
問  建築なんでも相談会（鈴木）☎080－
3217－4515

●みんなで歩こう
　かしわのまちめぐりウオーク
時  4月28日㈰午前9時～午後3時
所  柏西口第一公園集合
費  300円
申  4月2日㈫午前9時から、同団体へ電話で
問  柏市ウオーキング連絡協議会☎7143
－5340

●こんぶくろ池里山作業体験
時  5月5日㈰午前10時～正午
所  こんぶくろ池自然博物公園
定  先着20人
費  無料
持  昼食・飲み物・敷物・雨具
申  4月30日㈫までに、 furuisao@jcom.
home.ne.jpで

問  こんぶくろ池自然の森（古橋）☎090
－9146－4987

●街おこし市民ウオーク  柏に七福神を
時  5月6日㈪午前9時～正午
所  柏駅東口ダブルデッキ集合
費  無料
申  当日、会場へ直接
問  柏市ウオーキングネットワーク☎
7132－4460

● 柏の葉公園ウオーキング教室＆こん
ぶくろ池周辺ウオーク

時  5月7日㈫午前9時～午後0時30分
所  県立柏の葉公園集合
費  200円
申  当日、会場へ直接
問  柏の葉ウオーキングクラブ☎7154－
3582

● 柏のおまわりさんにお話を聞いてみ
ましょう！

　「日本で安全に生活していますか？」
時  5月9日㈭午前10時30分～正午
所  柏市国際交流協会（旭町1丁目）
定  柏市周辺で生活する外国人のかた、
30人

費  無料
申   4月2日㈫午前9時から、同団体へ電話で
問  柏市国際交流協会☎7164－8561
（日・水曜日、祝日は休み）

　従来の障害者自立支援法を改正した「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支
援するための法律（障害者総合支援法）」が４月１日に施行され、新たに一部の難病の
かたがサービスの対象となります。
○対象者が拡充
指定された130の難病患者のかたが、新たに障害福祉サービスの対象となります。
在宅や施設における福祉サービスの利用ができ、補装具や日常生活用具購入費用の
助成が受けられるようになります
○手続き
　新たに対象となる難病の範囲や利用できるサービスなど、詳しくは問い合わせを

難病のかたが障害福祉サービスの対象となります
問障害福祉課☎7167－1136

柏市国民健康保険保健事業利用券の交付対象年齢が変更
問保険年金課☎7164－4455

○別館
・２階の指導監査室を１階へ移設
・３階のこども政策室と児童育成課の企

画総務担当を４階へ移設
○沼南支所
・ 柏市公金収納窓口が沼南支所総務課か

ら窓口サービス課へ移動

○分庁舎１
・下水道経営課を１階へ新設
・２階の排水対策課を雨水排水対策室と

し１階へ移設
・２階の道路交通課を交通政策課へ名称

変更

窓口の一部が移転
問別館、分庁舎1＝資産管理課☎7167－1114
 沼南支所＝沼南支所総務課☎7191－7314

　市では、皆さんの健康保持や生活習慣病の予防を目的とした保健事業「はり等の
施術・お口のクリーニング」を行っています。この保健事業利用券の交付対象年齢
を変更します。
  
○従来… 柏市国民健康保険に加入している40歳以上のかた
○ 平成25年度以降…柏市国民健康保険に加入している年度末時点で18歳以上のか
た。平成25年度は平成8年3月31日以前に生まれたかた

※ 前年度以前の保険料（納期到来分）が未納となっている場合は交付できません。な
お、後期高齢者医療被保険者は変更ありません

国民健康保険被保険者証を持って、保険年金課（市役所本庁舎1階）、窓口サービス
課（沼南庁舎1階）、各出張所の窓口、柏駅行政サービスセンターへ直接

　市では、市政に関する意見を伺い、計画の
策定や提言等に反映させるため、審議会など
市の付属機関への市民公募委員の参加を進め
ています。
　このたび、柏市スポーツ推進審議会の委員
を募集します。選考は、これまでの経験・経
歴やレポートの内容をもとに行います。

※1　自分の考え方を800字程度にまとめること（日本語に限る。様式は自由）
※2　申込書は、市のホームページからダウンロード可

審議会等の
委員を募集

子育て中でも
参加できます

機関名 柏市スポーツ推進審議会
対　象 市内在住で住民登録している、4月1日現在満20歳以上のかた、1人
任　期 2年
委嘱予定 6月以降
活動予定 年3～ 4回程度（1歳～未就学児の保育あり）
報　酬 1日8,000円（税込み）

レポートのテーマ 柏市の今後のスポーツ推進施策について（※1）

申し込み

4月8日㈪～ 24日㈬に、スポーツ課（沼南庁舎3階）・柏駅前行政サー
ビスセンター・各近隣センターで配布している申込書（※2）に必要
事項を書き、レポートを添えて、〒277－8503　柏市教育委員会
スポーツ課へ郵送（必着）、 info-sprt@city.kashiwa.lg.jpするか直
接持参を

問い合わせ スポーツ課☎7191－7399

変更点

申し込み
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　市では、双方向的機能を持つ参加型ホームページ
「かしわエコサイト」を開設しています。毎月の電気
使用量を入力するだけで温暖化の原因となっている
二酸化炭素排出量を自動で計算する「ｅ環境家計簿」
や「エコ・ドライブ解説動画」の視聴、市の特産物を
生かした「エコ・クッキングレシピ」の紹介など、毎
日の生活を楽しく省エネ・サポートするコンシェル
ジュ（世話役）を目指しています。
　環境家計簿を使ってエコ窓設置前後の省エネ効果
を測ってみませんか?

http://www.ecosite.jp/

主なコンテンツ
（1） ｅ環境家計簿：電気使用量等を入力すると二酸

化炭素排出量を自動計算
（2） エコ・ドライブ：JAF（日本自動車連盟）によ

る解説動画の視聴
（3） 緑のカーテン：育て方の説明や実際の生育画像

を紹介
（4） エコ・クッキング：市の特産物を生かしたレシ

ピの一例を掲載
（5） 太陽光発電：設置後のメリットや導入シミュ

レーションのご案内
（6） エコ窓：二重サッシやペアガラス等、空調効率

を上げるこつを説明

家計にも地球にも優しいエコ窓効果　柏市エコハウス促進補助制度
問環境保全課☎7167－1695

かしわエコサイトの活用を

　ご存じですか？「窓」は熱の出入り口！

市の放射線対策をお知らせします

　市が行っている対策

子 ど も と
未 来 の 柏
の た め に NO.029 掲載情報は個別に記載したものを除き3月19日現在のものです

　夏の冷房時73パーセント、冬の暖房時58パーセ
ント――。これは、住宅の窓から熱が出入りする割
合です。冷暖房を使用して部屋の中を快適にしても、
夏は窓から熱が入り冬は出ていきます。
　しかし、断熱性能が優れた「エコ窓」を導入すれば、
窓からの熱の出入りが抑えられ、空調効率が改善し

ます。また、地球温暖化の原因となる温室効果ガス
を削減することにもつながります。
　市では、エコ窓を住宅に設置する工事費の一部を
補助する「柏市エコハウス促進補助制度」を開始しま
す。エコ窓に交換して、環境にも家計にも優しいエ
コライフを実現してみませんか？

■対象となる工事

エコ窓改修工事費用の4分の1を補助します！

●次の3つの工事のいずれか

対  市内在住で次の全てに該当するかた▶市税等を滞納していない▶設置する住宅の所有者か同居する家族
▶交付決定後に工事に着手▶エコ窓設置後、5年以上居住する

対 象住宅／既に建っている市内の戸建て住宅か共同住宅の住戸部分で、違法建築物か既存不適格建築物（法
令の改正等で現行法に対して不適格な部分が生じた建築物）でない住宅

施工業者の条件／市内に本社・本店がある法人か市内に事業所がある個人事業主
補助額／設置工事に要する費用の4分の1（上限は10万円）
申  10月31日㈭までに環境保全課（市役所本庁舎4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、環境保全課に直接持参を※申請書は かしわエコサイトからダウンロード可。予算の範囲内での助
成のため、受付期間中の申請でも助成金の交付ができない場合あり

内窓設置 ガラス交換

●ガラス中央部の熱貫流率が4.00Ｗ/㎡・Ｋ以下である（次世代省エネ基準）
●設置しようとする室内全ての窓の改修

かしわエコサイト　 で  検索　詳しくは、

全部交換

　「放射線対策ニュース」は今号から毎月1日号に掲載します

 ■市内の農産物 N　問  農政課☎7167－1143
[北部]大根　[中央]カブ、ネギ、オータムポエム
[手賀沼周辺]カブ、大根、フェンネル、サニーレタス、たか菜 検出下限値未満

 ■給食食材 ゲ　問  学校保健課☎7191－7376
牛乳、米、米粉 検出下限値未満

 ■小中学校（提供した給食1食分） ゲ
 問  学校保健課☎7191－7376
自校調理22校、給食センター 検出下限値未満

■表記の説明
N＝ NaI（Tl）シンチレーションスペ
クトロメータ

ゲ＝ ゲルマニウム半導体検出器
放セ＝ 放射性セシウム
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

 ■保育園（提供した給食1食分）ゲ
 問  保育課☎7167－1137
公立・私立合計14園 検出下限値未満

品目・学校名・検査方法など
の詳しい内容は、市のホーム
ページに掲載しています。私
立幼稚園の検査結果も見るこ
とができます

※出典：2011年12月日本建材（1992年の基準で建てた住宅モデルの例）より

夏の冷房時（昼）に開口部から熱が入る割合 冬の暖房時に開口部から熱が流出する割合

放射性物質の検査結果 3月1日～19日検査分

今ある窓内窓 今あるガラス 複層ガラス サッシとガラスを交換

開口部の
断熱改修
エコ窓設置

　　

空調効率アップ

温室効果ガス
削減効果大

　市では、「柏市除染実施計画」を策定し、市内における追加被ばく線量が年間で1
ミリシーベルト未満(1メートルの高さで空間放射線量率が0.23マイクロシーベル
ト毎時)の環境とすることを目指し、公共施設の除染や自治会、町会と協力した地
域の除染を進めています。また、食品を摂取することで生じる内部被ばくについて
も、対策に取り組んでいます。今号では、市内の現状と市が行っている主な対策に
ついてお知らせします。

問放射線対策室☎7168－1036
空間の放射線量は低減しています
　2月に実施した携帯型環境放射線測定器を用いた車載走行・歩行による測定の結
果、約95パーセントの地点で空間放射線量は0.15マイクロシーベルト／時未満と
なっています（高さ1メートル）。また、参考として東京都内約3,000箇所を市が測定
したところ、0.04～ 0.16マイクロシーベルト／時でした。

◎主な公共施設の除染（2月末時点）
　● 市立小・中学校、市立高等学校、公立・私立保育園・幼稚園→全て実施
　● 公園→236公園実施（対象全609公園中）【平成26年3月末までに100パーセン

トを目指しています】
　● スポーツ施設→17施設実施（対象全31施設中）【平成26年3月末までに100パー

セントを目指しています】
◎町会の除染支援（2月末時点）
　除染実施済みを含め105町会の相談対応を行いました。引き続き地域の除染活動
の支援を行います。

◎放射性物質検査
　市内農産物、水道水、市場流通品、学校・保育園給食の食材・提供給食一食分、
持ち込みによる食品・井戸水等についての検査を行っています。

放射線対策に関する詳細は、市のホームページで公表しています
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柏第二中学校区のかたの新成人
のつどいの校区が変更
　平成26年の柏市新成人のつどい（成人
式）から、柏第二中学校区を従来の「南
部地域」から「北部地域」の中学校区に変
更します。このため同校区にお住まいの
かたは、平成26年は午後の部（午後1時
30分開場）となります。
問生涯学習課☎7191－7393

沼南公民館の休館日
　今年度の点検などによる休館日は、次
のとおりです。
休館日 5月20日㈪、6月10日㈪、8月5
日㈪、10月15日㈫、11月18日㈪、12
月2日㈪、来年2月3日㈪
問沼南公民館☎7192－1111

文化団体等活動助成金の交付団
体を募集
　市内の文化団体や文化サークルが、平
成25年度中に行う例年より大きな規模
の記念事業に対して、柏市文化団体等活
動助成金を交付します。
助成額 事業に要する報償費・旅費・印
刷製本費・筆耕翻訳料・使用料・賃貸料
の2分の1（上限154,000円）
対象事業 以下の全ての要件を満たすも
の▶広く市民に公開する▶5年以上の間
隔（5周年・10周年など）で、周年的・記
念的に行う▶内容や規模が例年を越える
応募資格 以下の全ての要件を満たすも
の▶市内に活動拠点がある▶メンバーの
過半数が市内在住である▶主催する事業
を毎年1回以上定期的に行い、5年以上
継続して実施している実績がある▶規約
がある▶会計が明確である▶その他の補
助・助成を受けていない▶政治・宗教・
営利を目的としない
申請受付期間 4月1日～来年2月28日㈮

※予算の範囲内での助成のため、受付期
間中の申請でも助成金の交付ができない
場合あり
申事業開始日の1カ月前までに、文化課
（沼南庁舎3階）で配布する申請書類に必
要事項を書いて、同課へ直接持参を※助
成を受けようと検討しているかたは事前
に同課へ相談を
問文化課☎7191－7403

柏市都市振興公社の名称が変更
　財団法人柏市都市振興公社の名称が、
4月1日から、一般財団法人柏市まちづ
くり公社に変更になりました。
問同公社☎7164－4141

さわやか環境緑地・ふれあい散
歩道がオープン
　4月12日㈮午後3時から、さわやかプ
ラザ軽井沢駐車場に隣接する森の中を散
策することができるようになります。
開放時間 月曜日（祝日の場合は翌日）を
除く、▶4～ 9月=午前9時～午後5時▶
10～ 3月=午前9時～午後4時
問柏・白井・鎌ケ谷環境衛生組合☎047
－442－4517

都市計画道路の事業計画・同変
更関係図書の縦覧
▶事業計画
時平成30年3月31日まで
内柏都市計画道路7・6・2号南通り線の
設計の概要と施行期間
所 問中心市街地整備課（市役所分庁舎1
の3階）☎7167－2354
▶事業計画変更
時平成26年3月31日まで
内柏都市計画道路3・4・22号吉野沢高
野台線の設計の概要と施行期間
所 問道路整備課（市役所分庁舎1の2階）
☎7167－1344

下水道が使えます
　次の区域21.87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▶十余二字赤
坂台、豊四季字道灌堀・字姫宮・字笹原・
字鞍林、若柴字天王前・字須賀井・字原
山、花野井字丸山・字西高野、松ケ崎新
田字水神前、高柳字中島・字蟹打、高柳
新田、南逆井3・4・6・7丁目、新逆井
1丁目、逆井1・3・5丁目、南増尾2・5
丁目、藤心2丁目、酒井根1・3丁目、増
尾台4丁目、小青田字小船新田・字駒形、
船戸字富士見、正連寺字出山・字屋敷内・
字前谷、西原3・5丁目
　この区域にお住まいでくみ取り式トイ
レのかたは3年以内に、し尿浄化槽のか
たは1年ぐらいの間に、汚水を下水道に
流すための工事を市の指定工事店に依頼
してください。くみ取りを廃止する場合
は環境サービス課（☎7167－1139）へ、
し尿浄化槽を廃止する場合は環境保全課
（☎7167－1695）へご連絡ください。
他該当区域の図面を見ることができます
所 問下水道整備課（市役所分庁舎1の1
階）☎7167－1429

下水道受益者負担金の新規の賦
課区域を決定
　公共下水道の整備に合わせ、平成25
年度の受益者負担金を賦課する区域が決
定しました。該当区域に土地をお持ちの
かたに、説明書・申告書などを4月中旬
にお送りします。
賦課対象区域 次の各区域の一部▶青葉
台2丁目、大井字浅間山、柏堀之内新田
字水神前、酒井根3・7丁目、逆井5丁目、
新逆井1丁目、高田字三勢・字中上・字
西下ノ台、高柳字蟹打・字中島込、塚崎
字金田・字塚越・字中畠、豊四季字鞍掛・
字鞍林・字新宿・字道灌堀・字姫宮・字

富士見台、十余二字南翁原、西原3・5丁目、
根戸字花戸原・字新堤、根戸新田字水神
前、花野井字原、藤ケ谷字子ノ神作、藤
心1～3丁目、布施字谷ノ尻、増尾7丁目、
松ケ崎字八幡・字本郷、松ケ崎新田字水
神前・字水神脇・字水門、南逆井1～3・
7丁目、南増尾4・5丁目、呼塚新田字水
神前、若柴字入谷津
問下水道経営課☎7167－1409

危険物取扱者試験・受験者講習会
①危険物取扱者試験受験者講習会
時4月26日㈮午前9時30分～午後4時45
分
所柏商工会議所（東上町）
定先着130人
内主に乙4種についての講習
費3,500円
持別売りの専用テキスト
申4月4日㈭～ 15日㈪に、消防局・各署・
分署で配布する受講申請書に必要事項を
書いて、消防局火災予防課へ直接（土・
日曜日を除く）
問柏市防火安全協会☎7133－8792
②危険物取扱者試験
時6月9日㈰
所日本大学生産工学部津田沼校舎（習志
野市）※変更の可能性あり
費 甲種5,000円、乙種3,400円、丙種
2,700円
申4月4日㈭～15日㈪（土・日曜日を除く）
に、消防局・各署・分署で配布する願書
に必要事項を書いて、消防試験研究セン
ター千葉県支部へ郵送（当日消印有効）・
直接持参するか、4月12日㈮までに電子
申請を※消防局では受け付けません
問消防設備研究センター千葉県支部☎
043－268－0381

春季英会話教室
時4月22日～ 7月1日の毎週月曜日①世
界遺産と英会話コース＝午後1時30分～
3時30分②基礎英会話コース＝午後6時
30分～ 8時30分（ 4月29日を除く。各
計10回）
所中央公民館
対市内在住・在勤のかた、①・②各35人
内①＝DVD②=CD付きテキストを使用
した講習
費6,000円
申4月15日㈪までに、はがきに9面右上
の必要事項と希望コース名を書いて、
〒277－0005柏5丁目8－12中央公民
館内　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
問文化課☎7191－7403

お 知 らせ

※5面に「こども健康ガイド」を掲載しています

講 座・講 演

●市等官公庁からのお知らせです　●費用で特に記載のないものは無料です
●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

かわら版は次の面に続きます

かしわ市 かわら版 ①希望する講座・催し名
②〒・住所　　　　④年齢
③氏名（ふりがな）⑤電話番号

はがき・ファクスなどの記入内容
右記の要領で必要事項を記入。往復はがきの
場合は返信面の宛先を記入してください

昭和13年5月2日～
  昭和13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月中旬に発送予定です
昭和18年4月2日～

昭和18年5月1日生まれの
柏市国民健康保険利用のかたへ

5月から利用できる保険証（高齢受給者
証）を交付します。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月中旬に発送予定です
問保険年金課☎7191－2594

保健所地域健康づくり課☎7167－1256・1257

ふれあい健
康相談

日ごろの健康チェックや保健師への相談
を希望するかた。血圧・体脂肪測定など。
日程を確認の上、当日、会場の近隣セン
ター等へ直接

食事（栄養）
相談 予

日時は申込時に決定、ウ柏。献立や摂取
量のアドバイス等が必要なかた

かしわ歯科
相談室

25日㈭午後1時30分～ 3時、ウ柏。市内
在住のかた。当日、会場へ直接

保健所成人健診課☎7164－3333

健康づくり
相談 予

市内在住で、健康診査・人間ドック等の
検査結果が生活習慣改善を要するか、健
康についての相談を希望するかた

予＝予約制
ウ柏＝ウェルネス柏

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10時～
午後4時）・歯科以外☎7163－0119　※音声案内 4月健 康 ガ イ ド

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

保健福祉総務課☎7167－1131

献血キャンペ
ーン

13日㈯・14日㈰午前10時～11時45分・
午後1時～4時、イオンモール柏（豊町2丁
目）。16～ 64歳の健康なかた※60～ 64
歳で献血をしたかたの場合は69歳まで

保健所衛生検査課☎7167－1268
飲用井戸の水
質検査 予

9日㈫・23日㈫午前9時～ 11時、ウ柏。
検査は有料

保健所保健予防課☎7167－1254

こころの健康相談 予
16日㈫・18日㈭・22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

アルコール悩みごと
相談 予・アルコール
酒害教室・アルコー
ル家族教室

悩みごと相談＝8日㈪、酒害教室＝2日㈫、本
人・家族。家族教室＝15日㈪、家族のかた。
いずれも午後2時～ 4時、ウ柏

アルコール・デイケ
アクラブ（登録制）

10日㈬・17日㈬・24日㈬午前9時30分～ 11
時30分、ウ柏。アルコール問題を抱えるかた。
学習会・ミーティング・スポーツ等

HIV等検査・相談 予 8日㈪・22日㈪午後1時～ 2時、ウ柏※5月13
日㈪・27日㈪午後1時～ 2時の検査も予約可

春の全国交通安全運動
4月6日㈯～15日㈪※4月10日㈬は交通事故死ゼロを目指す日

スローガン
気をつけて！ あおになっても 右左
重 点 目 標
①子どもと高齢者の交通事故防止
②自転車の安全利用の推進（特に、
自転車安全利用五則の周知徹底）

③全ての座席のシートベルトとチャ
イルドシートの正しい着用の徹底

④飲酒運転の根絶

問交通施設課☎7167－1304

交通安全運動出動式
時 4月6日㈯午前11時
～正午※荒天中止

所 柏駅東口ダブルデッ
キ

内  久住小春さん（元
モーニング娘。、モ
デル）の出演、反射
材の配布など 久住小春さん
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●相談日・予約受付日が祝・休日、年末年始に当たる場合は休みます。また、都合により休む場合がありますので、詳細は事前にご確認ください

リハビリ相談
（電話・面接）

㈪～㈮午前10時～午後4時
障害福祉就労支援センター☎7163－9353

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
男女共同参画室☎7167－1127

不登校相談
（電話・面接）

㈪～㈮午前9時～午後4時
教育研究所適応指導教室☎7133－9400・
教育相談訪問指導員室（柏六小内☎7143－
7724・増尾西小内☎7175－7755・大津ケ
丘二小内☎7191－3366）

学校教育相談・幼児
教育相談（電話・面接）

㈪～㈮午前9時～午後4時＝青少年センター
☎7131－6615（電話相談）・☎7131－6671（予約）

就学相談 ㈪～㈮午前9時～午後4時＝ウェルネス柏
教育研究所☎7128－2227

予約が不要な相談

行政相談
①第1・2㈬午前10時～正午＝市役所相談室
②第3㈪午前10時～正午＝沼南庁舎相談室
秘書広報課☎7167－1119

不動産相談 第1㈮午前10時～午後3時＝市役所相談室
秘書広報課☎7167－1119

消費生活相談

①㈪～㈮午前9時～午後4時30分
②第3㈯午前9時～午後4時30分（電話相談）
※今月から電話相談の受付時間を午後だ
けから全日に拡大します
消費生活センター☎7164－4100

人権身の上相談 第1・3㈫午前10時～午後3時＝市役所相談室
秘書広報課☎7167－1119

ボランティア相談 ㈪～㈯午前9時～午後5時
ボランティアセンター☎7165－0880

母子自立支援
相談

㈪～㈮午前9時～午後4時
児童育成課母子自立支援員☎7167－1455

ひきこもり相談
㈪～㈮午前9時～午後5時
障害福祉課☎7167－1243・保健所保健
予防課☎7167－1254 ・福祉活動推進課
☎7167－2318

こども「やまびこで
んわ 柏」（話を聞
いてもらいたいとき）

㈪～㈮午後1時～7時
少年補導センター☎7166－8181

家庭児童相談
㈪～㈮午前9時～午後4時
家庭児童相談担当（市役所児童育成課内）
☎7167－1458

少年相談 ㈪～㈮午前9時～午後5時
少年補導センター☎7164－7571

子育てにこにこ
電話相談

㈪～㈮午前9時～正午・午後1時～5時
保健所地域健康づくり課☎7162－2525

心配ごと相談

①㈬午前10時～午後3時＝教育福祉会館
☎7163－2734
②㈭午前10時～午後3時＝沼南社会福祉
センター☎7193－2942
柏市社会福祉協議会☎7163－1234

障害者差別に
関する相談

毎週㈬午前9時～午後5時＝教育福祉会
館相談室
千葉県東葛飾障害者相談センター☎7179
－1088

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
協働推進課☎7167－0941

登記相談 第2㈫午前10時～正午＝市役所相談室
秘書広報課☎7167－1119

予約が必要な相談

法律相談

①㈪・㈬・㈭午前9時30分～午後3時30分＝
市役所相談室。ただし②第1㈬午前9時30分
～午後3時30分＝沼南庁舎相談室③〈夜間〉第
2㈬午後6時20分～8時25分＝アミュゼ柏※4
月18日㈭・29日㈪はお休み
 翌週分を㈭午前9時から。裁判中のもの
はご遠慮を
秘書広報課☎7167－1119

税務相談
第2㈮午後1時～5時＝市役所相談室
 当月分を4月2日㈫午前9時から
 秘書広報課☎7167－1119

司法書士による
相談（相続登記・
会社登記、成年
後見、多重債務
等）

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

当月分を4月2日㈫から
千葉司法書士会柏支部☎７１６６－２０１５※受付
時間は祝日を除く㈪～㈮午後１時～４時

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
 当月分を4月2日㈫午前9時から
老いじたくあんしんねっと☎7169－4165（ヨ
イロウゴ）

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

多重債務相談
第3㈬午後1時～4時＝消費生活センター

当月分を4月2日㈫午前9時から
消費生活センター☎7163－5853

障害者就労相談
（電話・面接）

㈪～㈮午前10時～午後4時
障害福祉就労支援センター☎7163－9353

柏市探訪講座「雑学かしわ」
　市内に住んでいながらまだまだ「柏」
を知らない市民のための講座です。名所
や歴史・公共施設などをマイクロバスで
見学します。
と　き 内容・見学場所

4月17日㈬ 説明会※会場は中央公民館
5月 1日㈬ 逆井観音寺・増尾広幡八幡宮

6月 5日㈬ 白樺文学館・杉村楚人冠記
念館文学散歩

7月10日㈬ 旧吉田家住宅歴史公園
9月26日㈭※
自衛隊の都合
により変更あり

海上自衛隊下総航空基地・
手賀教会・郷土資料展示室

※計5回。いずれも午前9時～正午

対市内在住のかた、25人
費150円
申 4月9日㈫までに、往復はがきに9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）するか info-chkm@city.kashiwa.
lg.jpで※応募者多数の場合は抽選
問中央公民館☎7164－1811

ユネスコ国際事情公開講演会
時4月20日㈯午後2時～ 4時
所中央公民館
定先着80人
内NHK解説委員による国際事情講演会
「世界の動きと日本」
申4月13日㈯までに、はがきに9面右上
の必要事項を書いて、〒277－0005柏
5丁目8－12柏市中央公民館内　柏ユネ
スコ協会へ郵送で（当日消印有効）
問文化課☎7191－7403

緑のカーテン育て方講習会
　夏の省エネを目指した、「緑のカーテ
ン」の上手な育て方を学びます。参加者
には、ゴーヤの苗（2～ 4株程度）を無料
で配布します。特にこれまで設置したこ
とがないかたは参加してみませんか。
時5月8日㈬・9日㈭午後2時～3時
所中央公民館
対市内在住のかた、各日50人
申4月12日㈮までに、往復はがきに9面
右上の必要事項とファクス番号（あるか
ただけ）、受講希望日を書いて、〒277
－8505　柏市役所環境保全課へ郵送
（必着）するか FAX 7163－3728で※応募

者多数の場合は昨年参加していないかた
を優先し抽選
問環境保全課☎7167－1695

手話講習会
時5月8日㈬～来年3月中旬の毎週水曜
日①入門講座＝午前10時～正午②基礎
講座＝午後6時30分～ 8時30分
所教育福祉会館
対市内在住で①＝手話初心者で修了後
に活動に参加できるかた②＝手話で簡単
な日常会話ができるかた※①・②とも平
成24年度に受講したかたは不可
定①・②各50人
費①＝1,200円②＝1,470円（予定）
申4月10日㈬までに、はがきに9面右上
の必要事項と性別・職業・希望講座を書
いて、〒277－0005柏5丁目8－12　
ボランティアセンターへ郵送（必着）する
かFAX 7165－1355・ kvc@kashiwa
-shakyo.or.jpで※①＝応募者多数の場
合は抽選②＝受講テストあり
他4月17日㈬に①＝受講オリエンテー
ション②＝簡単な会話テストあり
問ボランティアセンター☎7165－0880

要約筆記講習会
時5月13日～12月16日の毎週月曜日午
前10時～正午（計26回）
所教育福祉会館
対市内在住で修了後、ボランティア活
動に参加できるかた、30人
内聴覚障害者（特に中途失聴者・難聴者）
のコミュニケーション支援のための要約
筆記技術を学びます
費1,050円（予定）
申4月12日㈮までに、はがきに9面右上
の必要事項と性別・職業を書いて、〒277
－0005柏5丁目8－12　ボランティアセ
ンターへ郵送（必着）するか FAX 7165－
1355・ kvc@kashiwa-shakyo.or.jpで
他4月22日㈪に受講オリエンテーショ
ンあり
問ボランティアセンター☎7165－0880

リボン館ミニフリーマーケット
時4月14日㈰午前9時30分～正午（雨天
決行）
内フリーマーケット（屋内）、自転車が
当たるエコクイズ、牛乳パック工作など
交柏駅西口から市内循環バスで「柏市リ

サイクルプラザ前」下車、徒歩3分※公
共交通機関のご利用を
所 問リサイクルプラザリボン館☎7199
－5082（月曜休館）

地域づくりコーディネーター
人数 1人
勤務場所 地域支援課、市内各地（主に各
近隣センター）
勤務時間 原則火・木・金曜日の午前9時
～午後4時（休憩1時間）※事業内容など
により、夜間や土・日曜日を含む他の曜
日の勤務あり
勤務期間 6月18日㈫～来年3月31日㈪
※更新あり
勤務内容 地域ニーズ・課題に応じ、地
縁団体（ふるさと協議会、町会・自治会・
区など）・市関係部署・大学などと連携
した地域づくりを推進します
報酬（日額）8,000円※交通費は別途支
給。雇用保険適用なし
選考方法 論文と面接
申4月15日㈪までに、9面右上の必要事
項と略歴、簡単な申し込み動機を書いた
申込書と、「ふるさと協議会もしくは町
会・自治会・区等と進める地域づくり」
をテーマとした論文（600字以内）を、地
域支援課（市役所本庁舎1階）へ直接持参
する か info-chksh@city.kashiwa.lg.
jpで※申込書・論文いずれもA4サイズ
に横書き（様式自由）
問地域支援課☎7167－1126

高齢者の訪問調査員
対次の条件を全て満たす50歳ぐらいま
でのかた、6人（経験不問）▶介護支援専
門員・保健師・看護師・社会福祉士・介
護福祉士の資格が1つ以上ある▶普通自
動車運転免許を持っている
勤務場所 ウェルネス柏
訪問エリア 市内を中心に近隣区市町村
もあり
勤務内容 高齢者の自宅を訪問し、調査
票の回収を行い、調査内容をパソコンに
入力。調査は1件15分程度。訪問は公用
車を使用（近隣区市町村は公共交通機関
等）。その他簡単な事務処理あり
勤務日 原則月～金曜日のうち週2・3日
程度（祝日を除く）
勤務期間 6月3日㈪～9月30日㈪
賃金等（時給）1,520円※交通費は別途

支給
申4月15日㈪までに、市のホームページ
からダウンロードした市指定の履歴書
（電話で請求可）を、〒277－0004柏下
65－1　柏市役所福祉活動推進課へ郵送
（必着）するか直接持参を
問福祉活動推進課☎7167－2318

保健師（産休代替）
対保健師の資格があり普通自動車運転
免許を持っている60歳ぐらいまでのか
た、若干名
勤務場所 ウェルネス柏
勤務内容 高齢者に関する総合相談・訪
問、介護予防事業、地域包括支援センター
への助言・支援
勤務時間 月～金曜日午前8時30分～午
後5時15分（祝日を除く）※応相談
採用日 6月3日㈪
賃金等（時給）1,600円※交通費は別途
支給
申4月30日㈫までに、写真を貼った履歴
書を〒277－0004柏下65－1　柏市役
所福祉活動推進課へ郵送（必着）するか
直接持参を
問福祉活動推進課☎7167－2318

不妊に悩むかたへの特定治療支
援が変わりました
　支援内容が次のように変わりました。
▶治療内容C（以前に凍結した胚を解凍
して胚移植を実施）、同F（採卵したが卵
が得られないか、状態の良い卵が得られ
ないため中止）の助成上限額を7万5千円
に変更
▶必要書類の中で所得証明が省略できる
（転入・海外勤務のかたは書類が必要）
◎詳しくは市のホームページで確認を
問保健所地域健康づくり課☎7167－
1256・1257

●市等官公庁からのお知らせです　●費用で特に記載のないものは無料です

講 座・講 演（ 続 き ）

催 　 し

求 　 人

健 　 康

かしわ市かわら版

午前9時30分
～午後3時5月4日㈯・5日㈰

問あけぼの山農業公園☎7133－8877
●出店など、詳しくは問い合わせを
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今年度の予防接種
▶麻しん風しん（MR）2期予防接種
対幼稚園年長年齢相当（平成19年4月2
日～平成20年4月1日生まれ）※3月下旬
に個別通知をしています
他昨年から風しんが流行しています。早
めに接種を
▶ヒブ・小児用肺炎球菌・子宮頸がん
　4月1日以降も公費で接種できます。
▶BCG予防接種
　対象年齢が生後11カ月までに拡大さ
れました（国が勧める標準接種年齢は生
後5～ 7カ月です）。
▶日本脳炎の予防接種
　合計4回受けましたか。平成17年から
の積極的勧奨の差し控えにより、日本脳
炎の定期予防接種を受ける機会を逃した
平成7年4月2日～平成19年4月1日生ま
れのかたは、19歳まで定期予防接種の
対象となります（平成7年4月2日～ 5月
31日生まれが追加されました）。
◎詳しくは市のホームページで確認を
問保健所地域健康づくり課☎7167－
1256・1257

温水プールが利用できます
施設・開放時間・対象・費用 別表参照
利用上の注意 ▶受付で柏市スポーツ施
設利用者登録証（以下登録証）の提示を
（③を除く）▶営業スケジュール・施設
の点検等により休みになる場合あり。事
前に確認の上利用を▶料金は利用する施
設で直接支払いを▶施設の管理者・監視
員の指示に従ってください
利用期限 来年3月31日まで
登録証について ▶他人への譲渡・貸与
は不可▶紛失や事故があったときは速や
かにスポーツ課に届け出を▶転出などに
より登録要件を喪失したときは速やかに
スポーツ課に返還を
問スポーツ課☎7191－7399

がん患者・家族サポートプログ
ラム「がん患者さんのためのメイ
クアップ教室」
時4月18日㈭午後2時～3時
所がん患者・家族総合支援センター（若柴）
定先着30人
内メイクアップ教室、参加者同士の交流
申4月2日㈫午前10時～ 4月16日㈫午後
5時に、がん患者・家族総合支援センター
へ電話で
問がん患者・家族総合支援センター☎
7137－0800、福祉活動推進課☎7167
－2318

市民と医師が語り合う地域医療
時4月21日㈰午後1時30分～4時
所大会議室（市役所別館4階）
対市内在住のかた、先着100人
内最新のがん治療（陽子線治療）
申4月2日㈫午前9時から、9面右上の必
要事項を書いて、 FAX7164－3917・
info-hkin@city.kashiwa.lg.jpで
問保健福祉総務課☎7167－1131

ほのぼのプラザますおの催し
▶笑いヨガ・笑って元気に
時4月12日・26日、5月10日・24日の
各金曜日午前10時30分～11時40分（受
け付けと血圧測定は午前9時50分～ 10
時30分）
対市内在住で60歳以上のかた、各日先
着26人
内笑いの体操とヨガの深呼吸を組み合
わせた健康体操で、免疫力アップ・脳の
活性化・ストレス解消などに役立ちます
▶男の井戸端会議
時4月18日・6月20日・8月15日の各木
曜日午前9時30分～正午

対市内在住で60歳以上の男性、各日先
着30人
内車座になって、結論は出さず自由な
会話を楽しみます。地域の活動に参加す
るきっかけづくり等を目指します
▶ハーモニカと季節などの歌を楽しもう
時 4月18日・5月16日・6月20日・7月
18日の各木曜日午後1時30分～3時（ 4
月18日は午後3時20分まで）
対市内在住で60歳以上のかた、各日先
着30人
内ハーモニカと一緒に、大きく口を開
けて大きな声で歌いましょう
《共通》
申当日、会場へ直接
所 問ほのぼのプラザますお☎7170－
5570

南部老人福祉センターの催し
▶介護予防講座「作って楽しい折り紙」
時4月15日㈪・30日㈫、5月7日㈫・20
日㈪、6月3日㈪・17日㈪午前10時～正
午（計6回）
対市内在住で60歳以上のかた、15人
内初めてのかたを対象に折り紙で鶴や
くす玉などを折りながら、作品作りや交
流を楽しみます

持折り紙・鉛筆・定規・はさみ・のり・
カッター・下敷き
申4月2日㈫～ 6日㈯午前9時30分～午
後4時に、南部老人福祉センターへ電話
か直接※応募者多数の場合は抽選
▶はじめての陶芸
時5月7日㈫～来年2月10日の毎週月曜
日午前10時～正午（月曜日が祝日の場合
は翌日。計37回）
対市内在住で60歳以上のかた、24人
内茶わん・皿・つぼなどの作陶を楽し
みながら、互いに親睦を図ります
費道具代3,000円程度と1カ月1,500円
申4月2日㈫～16日㈫に、南部老人福祉
センターへ電話・ FAX7176－6152する
か直接※応募者多数の場合は抽選
▶がんの予防と治療
時4月23日㈫午後1時～2時30分
対市内在住で60歳以上のかた、先着40人
内がん治療認定医による講話とビデオ
視聴で、がんの原因と予防・治療方法へ
の理解を深めます
講柏厚生総合病院外科部長・十束英志
さん
申当日、会場へ直接
所 問南部老人福祉センター☎7176－
6151

■青年海外協力隊・シニア海外ボラ
ンティア「体験談&説明会」
時4/18▶シニア海外ボランティア
＝15時30分～17時30分▶青年海外
協力隊＝19時～ 21時30分 所アミ
ュゼ柏 申当日、会場へ直接※時間
内出入り自由 問 JICAボランティア
募集選考窓口☎03－6261－0264
■ピヨピヨ親子ショートテニス教
室～こどもの日スペシャル～
時 5/5の10時30分～12時 対未就
学児・小学生と保護者、先着80組 
費 1組500円 申吉田記念テニス研
修センターへ電話で 他ラケットと
ボールの用意あり 所 問同センター
（花野井）☎7134－3030
■二松学舎大学柏キャンパス生涯
学習講座
時5 ～ 12月 対20歳以上のかた 内
国文学・中国文学・書道・韓国語な
ど、10講座あり（各計10回）※詳し
くはホームページで 所 問二松学舎
大学柏キャンパス☎7191－8751

■こだまカラオケ会歌謡祭「長生
きも歌で楽しく80才」
時4/20の10時～ 17時 所市民文化
会館小ホール 他お土産・抽選会あ
り 問青木☎080－5447－1825
■フォト2000写真展
時 4/15 ～ 21の9時30分 ～ 17時 
所中公 問野田☎7173－9835
■スプリングフェスタ in 柏 2013
時 4/21の12時～15時40分（雨天
の場合28日） 所柏駅東口ファミリ
ー広場 内ギター・ウクレレ演奏、
フラダンスなど 問福田☎7191－
8105
■10歳若い体づくり・ストレッ
チ＆ダンス体験会
時 4月の毎㈮9時30分～11時 所高
田近セ 費1回500円 他ダンスは希
望者 問色田（しきた）☎7143－3452
■コール・Tea Tree 3rd コン
サート“合唱”
時5/18の14時～16時 所アミュゼ
柏 費700円 問鈴木☎7167－1805

■芝柏絵画の会展
時 4/6 ～ 9の10時～ 20時 所市民
ギャラリー 内水彩画・油彩画・ガ
ラス絵の作品展 問藤田☎7134－
6877
■市民ウオーク・春のあけぼの山へ
時 所 4/25の9時北柏ふるさと公園
集合、15時北柏第一公園解散（小雨
決行） 費 300円 持弁当・飲み物・
雨具・敷物など 申当日、会場へ直
接 問渡辺☎7133－8297
■自分でできるアロマトリートメ
ント・心も体もリラックス
時4/16の10時～11時30分 所富里
近セ 対妊娠していないかた。男女
不問 費1,500円 持タオル・筆記用
具 問武田☎090－9848－2293
■運河土手沿いの春の花を観察
時所4/7の9時30分東武野田線柏駅
中央改札集合。運河駅から市立柏高
校付近へ※12時30分解散 費200円 
持飲み物、双眼鏡・虫眼鏡（あるか
ただけ） 問日野原☎7193－2939

■健康麻雀体験会
時4/23の9時45分～13時10分 所ア
ミュゼ柏 対50歳以上のかた 費500
円 問河原☎7144－5108
■柏市民カラオケ連合会歌謡祭
時 4/21の9時50分～17時30分 所
市民文化会館小ホール 他デュエッ
ト・なつメロコーナーもあり 問河
上☎7173－0011
■柏落語会
時4/14の14時～16時 所たんぽぽ
センター（柏下） 費1,300円 問安
藤☎7133－6280
■生成の革でブローチ作り
時4/14の13時～17時のうち2時間
程度 所塚崎・永木屋 対 12歳以上 
費900円 問永木☎7191－3222
■柏市カラオケ連合会歌謡祭
時 4/7の9時40分～18時 所市民文
化会館小ホール 問 石崎☎090－
8500－5175
■無料体験「剣舞・詩舞」
時 4/3の15時30分 ～16時30分・
4/13の13時30分～14時30分 所
カルチャースタジオゆう（市立柏病
院近く） 問久木田☎7134－5139

■女声合唱団柏の葉「スプリング
コンサート」
時 4/21の13時30分 ～15時30分 
所県プラ 問宮脇☎7155－4842
■詩吟無料講習会
時4/4・18の12時～15時 所豊四季
台近セ 内基本からプロ講師が丁寧
に指導 問龍☎090－2523－8031
■柏玲会チャリティー演奏「箏曲
演奏会」
時 4/14の14時～ 16時10分 所 ア
ミュゼ柏 問市川☎7167－6469
■空手やってみよう（体験講座）
時 5/12・19・26の9時15分 ～10
時30分（計3回） 所柏六小 対4歳以
上の初心者費 1,000円 問 関水☎
090－6526－5167（17時～23時）
■男声合唱「JORDAN会合同演
奏会」
時 4/14の14時～16時10分 所 森
のホール21（松戸市） 内常磐線沿線
男声合唱団による演奏 費980円（全
席自由） 問阿久根☎7174－6864

●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

団体・サークル
催し   

シ ニ ア

● 市等官公庁以外の市民団体やサー
クルからの情報を掲載しています
●費用の記載がないものは無料

■温水プールが利用できる施設
施　設 開放時間 対　象 費　用

①柏洋スイマーズ柏スクール
　富里2丁目1
　☎7173－0450

▶㈪・㈬・㈮正午～午後2時
▶㈯午前11時～午後1時▶㈰
午後1時～4時

市内在住で55歳以
上のかた

1,050円

②東武スポーツクラブかしわ
　新柏1丁目1522－8
　☎7164－5353

▶㈫～㈮午前11時～午後1
時・午後7時～10時▶㈯午前
11時～午後1時・午後6時～
9時▶㈰・㈷正午～午後6時

1,020円

③メガロス柏
　柏7丁目6－30
　☎7168－2100

㈰午前10時～正午
市内在住・在勤・在
学のかた※未就学
児は保護者同伴

1,000円※
15歳以下
は500円

④オークスベストフィットネス柏
　大山台2丁目3－1
　☎7134－1112

㈯・㈰午前9時～11時
市内在住・在勤・在
学で15歳以上のか
た

1,050円

近セ＝近隣センター、中公＝中央公民館、
沼公＝沼南公民館、教福＝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

問スポーツ課 ☎7191－7399スポーツ講習会
種 目 と　き ところ 対　象 内 容 費 用 申し込み 問い合わせ

レクリ
エーシ
ョン

4月14日
㈰～12月
17日㈫

教育福
祉会館

18歳以
上のかた
※市外在
住のかた
可

インス
トラク
ター養
成講習
会

1 時 間
1,000円
（ 講 習
は 2 時
間から）

はがきに9面右上の必要事項
と職業・生年月日を書いて、
〒277－0042逆井2丁目22
－2　湯山方「第21期柏市レ
クリエーション学苑受講申込」
へ郵送（必着）・ファクスか電
話で※単一講座の受講も可

湯山☎・
FAX 7173
－2228

※会場は中央公民館。費用は④は無料、その他は100円。OS
はWindowsXPで、Office2007・インターネットエクスプロ
ーラ8を使用。講師はパソコンボランティア

申
し
込
み

4月8日㈪までに、講座ごとに往復はがきに9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で（必着）※応募は1講座につき1人1通。
応募者多数の場合は4月9日㈫午前9時に中央公民館で抽選。以前受講した講座は応
募できません

中央公民館の
パソコン講座

講座名 と　き 対　象 内　容

①エクセル基
礎講座

4月14日㈰・21日㈰午前9時30
分～午後0時30分（計2回）

市内在住・
在勤で、基
礎的操作・
文字入力や
マウス操作
ができるか
た、各25人

いろいろな表を作り、関数やグ
ラフを使ってエクセルの基礎を
学びます

②インターネ
ット基礎講
座

4月15日㈪・22日㈪午後1時
30分～4時30分（計2回）

欲しい情報のインターネット検
索の仕方とメールの基礎を学
びます

③デジタルカ
メラ講座

4月18日㈭・25日㈭午後1時
30分～4時30分（計2回）

デジカメの基礎知識・写真の取
り込み方や整理の仕方、写真を
使った絵はがき作りを学びます

④基本ソフト
ウエア講座

4月19日㈮・20日㈯午前9時30
分～午後0時30分（計2回）

パソコンのシステムについて基
礎的な知識を学びます

問中央公民館☎7164－1811



　市が事務局を務める「かしわ市
民大学」は、市民が柏市の課題を
学び、未来について考え、行動
に結びつける学びの場です。3月
10日、第2期生50人による研究発
表会がアミュゼ柏で行われまし
た。「地活マイスター養成講座（基
礎編）」「柏市プロデュース大作
戦」「柏市のFacebookをつくろ
う！」の3つのテーマに分かれ、約9カ月間にわたり討議を重ねてきた学生たち。発表を

終え、修了証を手にしたその表情
は、安堵感と達成感であふれてい
ました。今後、卒業生有志による
実践活動を行っていくそう。活躍
に大注目です！

広 

報

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

柏市公式携帯サイ
トにアクセス

QRコード

かしわメール配信
サービスへの登録

市内人口

404,906人（前月比27人増）
●男　201,010人　　●女　203,896人　
●世帯数　165,859世帯（前月比81世帯増）
（25.3.1 現在）
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このコーナーでは市民の皆さんの活躍や季節の話題、
笑顔が輝く市内の出来事などを取材、紹介しています

柏の未来のかたちを提案
かしわ市民大学第2期生研究発表会・修了式
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柏レイソル
AFCチャンピオンズリーグ（ACL）で連勝！

　春の嵐ともいえるような強風が吹き荒れた3月13日、日立柏サッカー
場でオーストラリアのセントラルコースト・マリナーズと対戦した柏レ
イソル。試合開始早々、相手チームの先制攻撃が柏ゴールを突き刺し、
先行されてしまいます。しかし、同点に追いついた後の後半22分、狩
野選手の移籍後初となるゴールで逆転！　今シーズン初出場となった藤
田選手や柏のキングことレアンドロ選手などの活躍もあり、勝利しまし
た。次の試合は4月3日㈬に韓国・水原で行われます。連勝した勢いそ
のままに、頑張れ！柏レイソル！

　皇后杯のリベンジを―。3月19日、代々木第2体育館で女子バスケッ
トボールWリーグファイナルの第4戦が行われました。相手は、今年1
月の皇后杯で苦汁をなめさせられたトヨタ自動車。常勝を義務付けられ
たJXサンフラワーズにとっては、絶対に負けられない戦いでした。試合
は、プレーオフＭＶＰにも選ばれ、チームの中心選手へと成長した渡嘉
敷選手の活躍などで、72対
61で見事勝利。チーム初の
Wリーグ5連覇を達成しま
した。
※JXサンフラワーズは、4月1
　日から「JX-ENEOS  サンフ
　ラワーズ」に名称が変更しま
　す。引き続き、温かいご声援
　をよろしくお願いします

JXサンフラワーズ
見事　見事　見事　Ｗリーグ5連覇

読みやすく、充実した内容へ　「広報かしわ」が変わりました

「広報かしわ」に広告を掲載しませんか？
　4月15日号から、最終面下段に広告掲載を開始し
ます。広告掲載を検討される事業者は、株式会社星
広告までお問い合わせください。
　平成25年度広告取扱業者
　株式会社星広告
　所在地　東上町6－31
　電　話　7166－7111
※ 平成25年4月15日号～平成26年4月1日号までの
取り扱いになります

ム

柏市は地元スポーツチームを応援します
Home     town

▲幅広い世代の人が参加し、意見を交わした

▲グランプリ受賞作品「おもしろい柏市！カシワニとネコリーマンが紹介！」

▲未来の柏を物語で紹介。イラストは学生の松村潤之介さんが作画

　今号からスタートするこのコーナーは、柏市に本拠地や練習
拠点などがあるプロスポーツチームや実業団等の活躍・地域活
動などを取材、紹介します。

※ 第3期生は本紙4月15日号で募
集します

12

　「広報かしわ」をより読みやすく、充実した内容にす
るため、今号から紙面を刷新しました。市民と市が必
要な情報を共有して、魅力ある柏をつくっていくため、
多くの皆さんが興味を持ち、読んでもらえるような紙
面づくりを目指していきます。

問秘書広報課☎7167－1175

リニューアル3つのポイント
❶ デザインを見直して読みやすい紙面に
❷ 特集記事や子育て情報の強化など内容を充実
❸ 印刷費用の抑制と広告の掲載による歳入の確保

　慣れるまでの間ご不便をお掛けしますが、引き続き
「広報かしわ」をご愛読くださるようお願いします。

皆さんの声をお寄せください
　新しい「広報かしわ」に対するご意見・ご感想は、は
がきで〒277－8505　柏市役所秘書広報課へ郵送す

るか、 7166－8289、市のホームページのメール
フォームから投稿してください。紙面刷新後も、市民
の皆さんの声を取り入れた編集を目指していきます。

「伝言板」は形を変えて継続します
● 「催し」は、「団体・サークルの催し」に再編し、毎月
1日号・15日号に掲載します。公益法人・ＮＰＯ法人・
市民サークル等の掲載場所を統一し、各団体年間4
回（3カ月の間隔）の掲載とします。締め切りは発行
号の1カ月前です。紙面に限りがあるため、市内の
団体・会場を優先し、公益性や開催時期を配慮しな
がら掲載します

●  「会員募集」は、「サークル会員募集」に変更し、毎月
15日号に掲載します。現在、6カ月程度お待ちいた
だいている状況を解消するため、各団体4月～翌年
3月の年間1回の受け付けで、先着順で掲載します。
掲載回数は減りますが、掲載時期を早めるための変

更ですので、ご理解・ご協力をお願いします
　◎ 両コーナーとも、営利・政治・宗教に関するもの

などは掲載できません。詳しくは、市のホームペー
ジを見るか、問い合わせを




