
2・3面では、フレイル予防活動などを紹介します

この「かしわフレイル予防ポイント制度」は抜き取って
お読みください

　フレイル予防活動に参加することで、買い物に利用できるポイントが貯（た）まる「かしわフレイル予
防ポイント制度」を開始しました。40歳になったかたは、健康づくりを気軽に楽しめて家計にも優しい
この一石二鳥な制度をぜひ利用しましょう。
問地域包括支援課☎7167－2318・FAX 7167－8381

そもそも、フレイルって何だ？
　フレイルとは、年を取ることで筋力や認知機能、社会とのつながりなど心身
の活力が低下した状態をいい、多くのかたが健康な状態からフレイルを経て、
要介護状態に陥ると考えられています。フレイルにならないためには、若いう
ちからフレイル予防への取り組みが必要です。

柏ってこんなまち
　高齢者を対象とした「健康とくらしの調査」によると、市全体として、スポーツ
や趣味の会、ボランティアなどのさまざまな活動に参加しているかたが多く、フ
レイルのかたの割合が他の市町村よりも低いという良い結果が出ています。
　その一方で、仲間との付き合いや友人・知人と会う頻度が低く、プレフレイル
の割合も高いため、予防のための活動を継続していくことが課題となっています。
　1人よりもみんなで活動をすると楽しく続けられるので、仲間づくりのきっ
かけとして、ポイントカードを作ってみてはいかがですか。

・スポーツの会参加者割合　…3位
・フレイルなし割合　…4位
・趣味の会参加者割合　…5位

引用元：高齢者一般調査「健康とくらしの調査」（2019年、調査対象63市町村）

・地域で社会的結びつきがある者の割合　…23位
・プレフレイルあり割合　…32位
・1か月間友人・知人１人以上と会う者の割合　…46位

  持っているとお得！
かしわフレイル予防ポイントカード
40歳以上
のかた必見

優れて
いる点

もう
一歩の点
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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 

気軽に楽しみながら
健康づくり・フレイル予防に
取り組めるまち、柏へ

4月〜翌年3月の
1年間で、最大
5,000円分のポ
イントを貯める
ことができます

1ポイント⇒1円
で換算

　パレット柏内にあるかしわ生涯現役窓口では、「これからの活
動の場を探したい」「これまでの知識や経験を生かして地域で
何かをしたい」といった市内や近隣市にお住まいの55歳以上の
かたを対象に、就労相談などを受け付けています。
　就労セミナーでは、「働きたいシニア」を対象として、有識者
による講演やシニア体験談、就労情報などを提供しています。
開設時間／午前10時〜午後4時
※土・日曜日、祝日を除く
問柏市生涯現役促進協議会☎7157－0282

活動に参加する
と

1回20ポイント

1日最大40ポイント
もらえる！

フレイル予防の第一歩！
ポイント対象の活動に参加しよう

現役引退後の「社会参加」

　各地域には、お住まいの地域で元気に生き生きと
暮らすための通いの場・サロンがあり、一緒におしゃ
べりを楽しんだり体操をしたりすることで仲間づく
りをしています。お近くの通いの場に一度立ち寄っ
てみませんか。

地域の通いの場・サロンに「参加」

ポイントを
使う

　ポイントが付く対象事業の詳し
い情報は、市のホームページで確
認することができます。また、ス
マートフォンアプリLINEでも情報
を配信しています※新型コロナウ
イルス感染予防のため、延期・中
止になっている場合あり

▲市のホーム
ページはこちら

▲LINEの
登録はこちら

詳しい活動は
市のホームページで

チェック

ポイントを貯
た

めて、元気をチャージ！！ポイントを貯
た

めて、元気をチャージ！！
ボランティア
として活動すると
1時間100ポイント

1日最大200ポイントもらえる！

　健康づくりやボランティアなど、市が指定する活動に参加することで、「かしわフレイル予防ポイント」を年間最大
5,000円分貯めることができます。ここでは、栄養・運動・社会参加の3つの柱に、バランスよく取り組める内容を紹介
します。気軽に楽しくポイントを貯めて、健康でいきいきと過ごしましょう。

▲毎回多くのかたがセミナーに参加

スポーツジムなどで「運動」

▲各施設のポイント付与端末機にカードをタッチするだけでポイントが
　もらえます

活動してポイントを貯
た

める

▲市内にあるスポーツジムのトレーナー・片山忠さん

　地域のデイサービスなどの事業所でお手伝いをするボランティアがあり、事業所によって
ボランティアの内容は幅広い範囲のものがあります。例えば、事業所を利用されているかた
のお話し相手や折り紙などのレクリエーション活動、お茶出しなどの運営、椅子・机を運ぶ
設営、お庭の落ち葉掃きや草刈りなどのお手伝いがあります。ご自身に合ったボランティア
を始めてみませんか。

事業所でお手伝い「ボランティア」

▲チームに分かれて風船バレーを一緒に楽しんでいました

地域生活支援拠点「たんぽぽセンター」のボラン
ティアとして、月に1度バドミントンなどを教
える活動を10年ほど行っていて、教えながら若
いかたとの交流を楽しんでいます。健康への取
り組みも大事ですが、施設では人との関わりが
多いので、みんなとコミュニケーションを取る
ことで気持ちが前向きになって、日々の生活も
楽しく送れています

ボランティア活動をされている齋藤はつ子さん▶

スポーツジムに通われているかたは、健康に
気を使うことはもちろん、バランスの良い食
事を意識していて、外見的に若く見えるかた
が多くいらっしゃいます。また、お客さま同
士のコミュニケーションの場にもなっている
ので、スポーツは健康を維持するだけではな
く、交流の機会としても欠かせないものだな
と感じています。このポイント制度が、運動
を始めてみようというかたのきっかけになれ
ばうれしいです

　地域のかたが主体となり運営している各地域の通いの場・サロンで
は、参加するだけでなく、運営する側（担い手）になることで役割を持っ
て活動を行うことができます。ご自身の得意なことや今までの経験を
生かして運営に携わることで、自信とやりがいを感じ、社会と関わる
ことでフレイル予防につながっていきます。

地域の通いの場・サロンで「ボランティア」

ポイントカードの
作り方は、
次ページで
紹介するよ

　市内にある一部のスポーツジムや中央・沼南体育館で運動をしたり、リフレッシュプラザ柏のトレーニング室やプー
ルを利用したりするとポイントが付与されます。運動もフレイル予防の大事な要素となるので、この機会に体を動か
しませんか。
他施設利用料の負担あり。中央体育館は改修工事終了後から対象
◎ポイントの対象となる施設は、市のホームページで確認を

仕事探しはもちろん、ボランティアや趣味、
生涯学習などの情報を提供しています。やり
がいが持てる仕事を見つけ、第2の人生を謳
歌（おうか）しましょう。就労相談でもフレ
イル予防ポイントが付くので、お気軽に窓口
へお越しください

柏市生涯現役
促進協議会・
白石博さん▶
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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 

気軽に楽しみながら
健康づくり・フレイル予防に
取り組めるまち、柏へ

4月〜翌年3月の
1年間で、最大
5,000円分のポ
イントを貯める
ことができます

1ポイント⇒1円
で換算

　パレット柏内にあるかしわ生涯現役窓口では、「これからの活
動の場を探したい」「これまでの知識や経験を生かして地域で
何かをしたい」といった市内や近隣市にお住まいの55歳以上の
かたを対象に、就労相談などを受け付けています。
　就労セミナーでは、「働きたいシニア」を対象として、有識者
による講演やシニア体験談、就労情報などを提供しています。
開設時間／午前10時〜午後4時
※土・日曜日、祝日を除く
問柏市生涯現役促進協議会☎7157－0282

活動に参加する
と

1回20ポイント

1日最大40ポイント
もらえる！

フレイル予防の第一歩！
ポイント対象の活動に参加しよう

現役引退後の「社会参加」

　各地域には、お住まいの地域で元気に生き生きと
暮らすための通いの場・サロンがあり、一緒におしゃ
べりを楽しんだり体操をしたりすることで仲間づく
りをしています。お近くの通いの場に一度立ち寄っ
てみませんか。

地域の通いの場・サロンに「参加」

ポイントを
使う

　ポイントが付く対象事業の詳し
い情報は、市のホームページで確
認することができます。また、ス
マートフォンアプリLINEでも情報
を配信しています※新型コロナウ
イルス感染予防のため、延期・中
止になっている場合あり

▲市のホーム
ページはこちら

▲LINEの
登録はこちら

詳しい活動は
市のホームページで

チェック

ポイントを貯
た

めて、元気をチャージ！！ポイントを貯
た

めて、元気をチャージ！！
ボランティア
として活動すると
1時間100ポイント

1日最大200ポイントもらえる！

　健康づくりやボランティアなど、市が指定する活動に参加することで、「かしわフレイル予防ポイント」を年間最大
5,000円分貯めることができます。ここでは、栄養・運動・社会参加の3つの柱に、バランスよく取り組める内容を紹介
します。気軽に楽しくポイントを貯めて、健康でいきいきと過ごしましょう。

▲毎回多くのかたがセミナーに参加

スポーツジムなどで「運動」

▲各施設のポイント付与端末機にカードをタッチするだけでポイントが
　もらえます

活動してポイントを貯
た

める

▲市内にあるスポーツジムのトレーナー・片山忠さん

　地域のデイサービスなどの事業所でお手伝いをするボランティアがあり、事業所によって
ボランティアの内容は幅広い範囲のものがあります。例えば、事業所を利用されているかた
のお話し相手や折り紙などのレクリエーション活動、お茶出しなどの運営、椅子・机を運ぶ
設営、お庭の落ち葉掃きや草刈りなどのお手伝いがあります。ご自身に合ったボランティア
を始めてみませんか。

事業所でお手伝い「ボランティア」

▲チームに分かれて風船バレーを一緒に楽しんでいました

地域生活支援拠点「たんぽぽセンター」のボラン
ティアとして、月に1度バドミントンなどを教
える活動を10年ほど行っていて、教えながら若
いかたとの交流を楽しんでいます。健康への取
り組みも大事ですが、施設では人との関わりが
多いので、みんなとコミュニケーションを取る
ことで気持ちが前向きになって、日々の生活も
楽しく送れています

ボランティア活動をされている齋藤はつ子さん▶

スポーツジムに通われているかたは、健康に
気を使うことはもちろん、バランスの良い食
事を意識していて、外見的に若く見えるかた
が多くいらっしゃいます。また、お客さま同
士のコミュニケーションの場にもなっている
ので、スポーツは健康を維持するだけではな
く、交流の機会としても欠かせないものだな
と感じています。このポイント制度が、運動
を始めてみようというかたのきっかけになれ
ばうれしいです

　地域のかたが主体となり運営している各地域の通いの場・サロンで
は、参加するだけでなく、運営する側（担い手）になることで役割を持っ
て活動を行うことができます。ご自身の得意なことや今までの経験を
生かして運営に携わることで、自信とやりがいを感じ、社会と関わる
ことでフレイル予防につながっていきます。

地域の通いの場・サロンで「ボランティア」

ポイントカードの
作り方は、
次ページで
紹介するよ

　市内にある一部のスポーツジムや中央・沼南体育館で運動をしたり、リフレッシュプラザ柏のトレーニング室やプー
ルを利用したりするとポイントが付与されます。運動もフレイル予防の大事な要素となるので、この機会に体を動か
しませんか。
他施設利用料の負担あり。中央体育館は改修工事終了後から対象
◎ポイントの対象となる施設は、市のホームページで確認を

仕事探しはもちろん、ボランティアや趣味、
生涯学習などの情報を提供しています。やり
がいが持てる仕事を見つけ、第2の人生を謳
歌（おうか）しましょう。就労相談でもフレ
イル予防ポイントが付くので、お気軽に窓口
へお越しください

柏市生涯現役
促進協議会・
白石博さん▶
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気軽に楽しみながら
健康づくり・フレイル予防に
取り組めるまち、柏へ

4月〜翌年3月の
1年間で、最大
5,000円分のポ
イントを貯める
ことができます

1ポイント⇒1円
で換算

　パレット柏内にあるかしわ生涯現役窓口では、「これからの活
動の場を探したい」「これまでの知識や経験を生かして地域で
何かをしたい」といった市内や近隣市にお住まいの55歳以上の
かたを対象に、就労相談などを受け付けています。
　就労セミナーでは、「働きたいシニア」を対象として、有識者
による講演やシニア体験談、就労情報などを提供しています。
開設時間／午前10時〜午後4時
※土・日曜日、祝日を除く
問柏市生涯現役促進協議会☎7157－0282

活動に参加する
と

1回20ポイント

1日最大40ポイント
もらえる！

フレイル予防の第一歩！
ポイント対象の活動に参加しよう

現役引退後の「社会参加」

　各地域には、お住まいの地域で元気に生き生きと
暮らすための通いの場・サロンがあり、一緒におしゃ
べりを楽しんだり体操をしたりすることで仲間づく
りをしています。お近くの通いの場に一度立ち寄っ
てみませんか。

地域の通いの場・サロンに「参加」

ポイントを
使う

　ポイントが付く対象事業の詳し
い情報は、市のホームページで確
認することができます。また、ス
マートフォンアプリLINEでも情報
を配信しています※新型コロナウ
イルス感染予防のため、延期・中
止になっている場合あり

▲市のホーム
ページはこちら

▲LINEの
登録はこちら

詳しい活動は
市のホームページで

チェック

ポイントを貯
た

めて、元気をチャージ！！ポイントを貯
た

めて、元気をチャージ！！
ボランティア
として活動すると
1時間100ポイント

1日最大200ポイントもらえる！

　健康づくりやボランティアなど、市が指定する活動に参加することで、「かしわフレイル予防ポイント」を年間最大
5,000円分貯めることができます。ここでは、栄養・運動・社会参加の3つの柱に、バランスよく取り組める内容を紹介
します。気軽に楽しくポイントを貯めて、健康でいきいきと過ごしましょう。

▲毎回多くのかたがセミナーに参加

スポーツジムなどで「運動」

▲各施設のポイント付与端末機にカードをタッチするだけでポイントが
　もらえます

活動してポイントを貯
た

める

▲市内にあるスポーツジムのトレーナー・片山忠さん

　地域のデイサービスなどの事業所でお手伝いをするボランティアがあり、事業所によって
ボランティアの内容は幅広い範囲のものがあります。例えば、事業所を利用されているかた
のお話し相手や折り紙などのレクリエーション活動、お茶出しなどの運営、椅子・机を運ぶ
設営、お庭の落ち葉掃きや草刈りなどのお手伝いがあります。ご自身に合ったボランティア
を始めてみませんか。

事業所でお手伝い「ボランティア」

▲チームに分かれて風船バレーを一緒に楽しんでいました

地域生活支援拠点「たんぽぽセンター」のボラン
ティアとして、月に1度バドミントンなどを教
える活動を10年ほど行っていて、教えながら若
いかたとの交流を楽しんでいます。健康への取
り組みも大事ですが、施設では人との関わりが
多いので、みんなとコミュニケーションを取る
ことで気持ちが前向きになって、日々の生活も
楽しく送れています

ボランティア活動をされている齋藤はつ子さん▶

スポーツジムに通われているかたは、健康に
気を使うことはもちろん、バランスの良い食
事を意識していて、外見的に若く見えるかた
が多くいらっしゃいます。また、お客さま同
士のコミュニケーションの場にもなっている
ので、スポーツは健康を維持するだけではな
く、交流の機会としても欠かせないものだな
と感じています。このポイント制度が、運動
を始めてみようというかたのきっかけになれ
ばうれしいです

　地域のかたが主体となり運営している各地域の通いの場・サロンで
は、参加するだけでなく、運営する側（担い手）になることで役割を持っ
て活動を行うことができます。ご自身の得意なことや今までの経験を
生かして運営に携わることで、自信とやりがいを感じ、社会と関わる
ことでフレイル予防につながっていきます。

地域の通いの場・サロンで「ボランティア」

ポイントカードの
作り方は、
次ページで
紹介するよ

　市内にある一部のスポーツジムや中央・沼南体育館で運動をしたり、リフレッシュプラザ柏のトレーニング室やプー
ルを利用したりするとポイントが付与されます。運動もフレイル予防の大事な要素となるので、この機会に体を動か
しませんか。
他施設利用料の負担あり。中央体育館は改修工事終了後から対象
◎ポイントの対象となる施設は、市のホームページで確認を

仕事探しはもちろん、ボランティアや趣味、
生涯学習などの情報を提供しています。やり
がいが持てる仕事を見つけ、第2の人生を謳
歌（おうか）しましょう。就労相談でもフレ
イル予防ポイントが付くので、お気軽に窓口
へお越しください

柏市生涯現役
促進協議会・
白石博さん▶
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○利用時の注意点
　「かしわフレイル予防ポイント」は、そのままではお買い物時に使えま
せん。活動などに参加して貯まった「かしわフレイル予防ポイント」を、
お買い物で使えるWAON（電子マネー）に交換してください。
　WAONに交換する機械の設置場所は、市のホームページを見るか、
かしわフレイル予防ポイント運営事務局へお問い合わせください。
問かしわフレイル予防ポイント運営事務局☎0570－
　036－124（午前9時～午後5時。日曜日、祝日、年
　末年始を除く）

活動して貯めたポイントを
買い物等で使おう！

ポイントを使う

\\ まずは作ろう！ //
かしわフレイル予防ポイントカード

　ポイントの対象となる活動を知ったあなた。早速ポイントカードを作っ
て、気軽にフレイル予防活動を始めて楽しくポイントを貯（た）めましょう。
問地域包括支援課☎7167－2318・FAX7167－8381

　市では新型コロナウイルス感染予防のため、さまざまなイベント等が中
止・延期となっています。自宅で過ごす時間が長くなると、フレイルのリ
スクも心配されます。
　市のホームページでは、自宅でもフレイルの３つの
柱を意識して過ごせるよう、おうちでの過ごし方や柏
市オリジナルの運動、体操などを紹介しています。ご
家族やご近所のかたと一緒に、取り組んでみてはいか
がですか。

　市では、フレイル予防について理解を深め
てもらうため、フレイル予防を分かりやすく解
説した動画を公開しています。お子さんでも
分かりやすい内容となっているので、ご家族
と一緒に動画を楽しんでみてはいかがですか。

　市内4カ所に設置されている窓口で、ポイントカードの発行申請を受け付けています。本人
確認書類を持参するだけで、その場で簡単に受け取ることができます。
受付場所／市役所本庁舎1階ロビー（8月31日㈪まで）、窓口サービス課（沼南庁舎1階）、柏

地域医療連携センター、かしわ生涯現役窓口（パレット柏）※いずれも土・日曜日、祝日
を除く。9月1日㈫以降は福祉政策課（市役所別館2階）でも受け付け可。かしわ生涯現役
窓口だけ午前10時～午後4時

対市内在住で、住民登録をしている40歳以上のかた
持本人確認書類（健康保険証、運転免許証等）　費無料
他かしわフレイル予防ポイントが付けられるのは、専用の「かしわフレイル予防ポイントカー

ド」だけ。お手持ちのWAONカードの利用不可

　9月の2日間だけ、イオンモール
柏でも発行の受け付けを行います。
この機会に、ポイントカードを作
成しませんか。
時9月12日㈯・13日㈰午前11時～

午後3時
所イオンモール柏レストランコート
（豊町2丁目）

▲緑色ののぼりが目印

登録する

▲市のホームページ
　はこちら

▲動画の視聴は
　こちら

もっと知りたい！フレイル予防

STEP1 申込書に記入
窓口に備え付けの申込書に必要事項を記入する

STEP2 本人確認書類の提示
持参した運転免許証などの本人確認書類を提示する

STEP3 登録完了！
ポイントカードを受け取り手続き終了

◀︎カシワニデザインの
　ポイントカード

その場で受け取れる！

カード発行窓口はここ

イオンモール柏で
臨時窓口を開設

2日間限定

カシワニくんが
教える

フレイルって
なあに？

おうちでフレイル予防に
取り組もう

▲市のホームページ
　はこちら

　市では、フレイル予防ポイント事業をより充実させるため、事業への提
案や要望、ポイントカードの活用例やアイデアなどを募集しています。ご
応募いただいたかたの中から抽選で20人に、カシワニグッズをプレゼン
ト！たくさんのご応募をお待ちしています。
申9月15日㈫までに、はがきに郵便番号・

住所・氏名（ふりがな）・年齢・電話番号、
フレイル予防ポイント事業への提案やエ
ピソード等を書いて、〒277－8505　
柏市役所福祉政策課へ郵送（当日消印有
効）するか、市のホームページで※応募
は1人1通。当選者の発表は
賞品の発送をもって代えさ
せていただきます

問福祉政策課☎7167－1171 
　・FAX7164－3917

フレイル予防ポイント事業についての
提 案 を 大 募 集 ！

▲フレイル予防を動画で分かりやすく解説しています

▲申し込みは
　こちらから

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。
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