
LINE公式アカウント
ID／＠kashiwa_shi
アカウント名／柏市役所 ▲登録はこちら

　3年連続手賀沼花火大会が中止となり
ましたが、今年は自宅で花火を感じるこ
とができる「おうち花火」を行います。こ
の日は自宅で耳を澄ませ、柏の夜空を見
上げるか、ライブ配信する動画をお部屋
で観る等、夏の花火を感じてください。

　当日は、花火の様子を YouTube
（ユーチューブ）でライブ配信しま
す。花火の案内は当日に LINE（ラ
イン）で通知します。この機会に市
の公式アカウントを登録しよう。

今年は動画で花火を見よう！
配信日／8月27日㈯

　市では、地域経済の再生を図るためキャッ
シュレス決済ポイント還元キャンペーンを行い
ます。新型コロナウイルス感染症や物価高騰の
影響で、市内経済は厳しい状況です。市内でお
得に買い物や食事を楽しんで、市内事業者を応
援しよう。
問 商 工 振 興 課 ☎︎7167－1141・ 7162－
0585

対象店舗／市内の PayPay（ペイペイ）加盟店
で、柏市と PayPayが指定する店舗※コンビ
ニエンスストアを除く

1回当たりの付与上限／1,000ポイント
期間中の付与上限／8,000ポイント
付与予定日／支払い日の翌日から起算して30
日前後※1ポイントは1円相当
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⃝コンビニエンスストアなどに設置されている銀行ATMから
⃝登録した銀行口座から　など

お店に掲示されている二次元コードを読み込んで
支払うか、自身のスマートフォンから二次元コード
を提示して支払う

ダウンロード後、アカウントを登録 アプリを使って支払うと、支払
い日の翌日からおよそ30日後
にポイントとして付与されま
す。ポイントはアプリから確
認できます

PayPayカスタマーサポート窓口
☎0120－990－634

受付時間／24時間

▲登録はこちら

クレジットカードを登録して支払う場合、本キャン
ペーンの対象外となりますのでご注意ください

※PayPayカード（旧Yahoo! JAPANカードを含む）を除く

飲食店だけじゃない！
スーパーやドラッグストアなど

でも使えます

 キャンペーン期間

8月1日～
9月30日㈮

新型コロナワクチンに関する情報は8面をご確認ください

人が集まると中止になる場合があります。
ご自宅での鑑賞にご協力を注意！

ライブ配信は LINEでチェック！

プロ車いすテニスプレーヤー

問商工振興課☎7167−1141・ 7162−0585
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主な内容

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」

P4…市の職員を募集／柏市文化祭の一般参加者を募集
／チャレンジ支援補助金申請の受け付けを開始／パブ
リックコメント／放射線対策NEWS　ほか

2カ月限定
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特  集

保育 士 の 魅 力
日々、子どもたちの成長の瞬間を間近で見守り、一人一人に寄り添った保育をしている保育士の皆さん。

今号では、保育の現場で活躍する保育士に密着し、保育現場の様子や魅力について紹介します。
問保育運営課☎7128－5517・ 7164－0741

　保育士という仕事に興味はあっても、実際の保育現場をイメージできないかた
もいるのではないでしょうか。保育士がどのようなことに目を配って子どもたち
と関わっているのかに着目し、市内の保育施設「北柏駅前保育園わらび」と「北柏小
規模保育園わらび」を取材しました。

子

ども
の笑
顔で私

も輝く

保育現場の1日に密着！

保育園が最初の職場 保育士にインタビュー

　けんかやトラブルの際には、
子どもの気持ちに寄り添い、子

ども同士で自ら気持ちを伝えられるように援助する
など、一人一人に合わせた関わり方をしています。

　車の通りなど、安全を確認
しながら子どもたちのペース
に合わせて歩きます。公園
では、自然に触れたりシャボ
ン玉遊びをしたりしてたっ
ぷり遊びます。

AM

AM

　子どもの様子を保護
者に確認して「寝不足」

「食欲がない」など、気になる様子があれば職
員間で情報を共有します。

AM

2～5歳

0～1歳

 実習で出会った子どもの一言がきっかけ
　小さい頃から子どもが好きで、漠然と子どもに関わる仕事
をしたいと思い、保育の専門学校で勉強をしていました。実
習先で、周りとなじめない子どもと1日過ごす機会があり、そ
の翌日に子どもから「昨日楽しかった」と直接言われたこと
で胸が熱くなり、こんなにすてきな仕事がで
きる保育士になりたいと強く思いました。
相談できる先輩の存在
　昨年の保育士1年目の時、子どもから「先生
と手をつなぎたくない」と言われ、私は嫌われ
ているのかもしれないと感じて悩んだことも
ありました。そんな時、先輩の先生が何度も
仕事終わりに親身に相談に乗ってくれて「私
も同じような経験あるよ。今だけだからいず

れ手をつないでくれるよ」と励ましてくれたからこそ、今も子
どもたちと関わることができています。
子どもは元気をくれる太陽
　やっとしゃべれるようになってきた1歳児から、初めて「ほ
のか先生」と呼ばれた時、ママ・パパの次に先生の名前を呼ん

でくれたのかなと感動して、隠れ
て泣いてしまいました。
　昨年の運動会では、子どもたち
が練習で積み重ねていった成長
を本番で見られてとてもうれし
くなりました。子どもたちは、い
つも私の気持ちを明るくしてく
れる存在で、子どもの笑顔がある
からこそ仕事を頑張れています。

保育歴2年（0歳児担任）
山
や ま

本
も と

萌
ほ の

花
か

さん

先生の目線

先生の目線

先生の目線
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特  集

  市では、市内の認定こども園・保育園・幼稚園の合同就職
説明会を行います。複数の園が参加するため、市内のさま
ざまな園の情報を一度に得ることができます。就職を考え
ている学生や子育てが一段落したかたは、ぜひこの機会に
ご参加ください。
時 8月27日㈯午後1時～5時※入退場自由
所柏の葉カンファレンスセンター (若柴)
対保育士・保育教諭・幼稚園教諭の資格があるか、興味があるかた
内 80以上の園がそれぞれブースを出展し、各園の魅力や情報を紹介します
費無料
申当日、会場へ直接
他キッズスペースあり
◎参加園など、詳しくは市のホームページをご覧ください

専業主婦から保育士へ

保育士等の仕事に興味を持ったら　

柏市合同就職説明会へ 　市では保育士・保育教諭として働きたいか
たを応援しています。子どもの笑顔があふれ
る職場で一緒に働きませんか。詳しくは市の
ホームページでご確認ください。

メリット

1
メリット

2
メリット

3

月額4万円の給与上乗せ

アパート等の家賃を補助

働くママ必見！
保育園等利用申請時に加点

魅力いっぱい！ 柏で働こう昨年は、
参加者の6割が
内定に！

　 バ ラン ス 良 く
食べられるように

「お友達のお皿ピカピカになっている
ね！」といった子どもが思わず食べたく
なるような声掛けを意識しています。

AM

2～5歳

先生の目線

▲市のホーム
ページはこちら

▲市のホーム
ページはこちら

　この時期は、熱中症に
気を付けながら、小まめ

に水分補給を促しています。この日は、水風
船で大盛り上がり。先生が膨らませた巨大水
風船に子どもたちは大興奮でした。

　お昼寝から起きたらおやつの時
間。その後は子どもたちがのびのび
と遊べるように見守り、その日の出
来事などを職員間で引き継ぎます。

　午後5時以降は遅番の先生と交代。長時間子どもを預
かる保育の現場では、職員がシフト制で働いています。
お迎えに来る保護者には、家庭での会話につながるよう
にその日の子どもの様子や成長したことを伝えていま
す。

AM

PM

PM

2～5歳

子どもと一緒にいられる職場で働きたい
　結婚を機に会社を退職し、専業主婦をしていましたが、心の
中ではもう一度働きたいという思いがありました。働いてい
た時から、友人や親戚の子どもと遊ぶ機会が多く、自分の周り
に集まる子どもたちを見て「子どもと一緒にいられる職場って
いいな」と思うようになり、保育士の勉強を始めました。
通信教育で資格を取得
　通信教育はライフスタイルに合わせて勉強ができ、主婦や社
会人でも資格を取得できます。保育現場で実習を受けること
ができなかったので、現場を知らないことがとても不安でした
が、先輩職員に助けてもらいながら自然と現場に慣れていきま
した。今思えば、ハローワークで資格取得の支援を利用して、
現場を体験できる学校に通うことも選択肢の一つだったと思
います。

子どもの笑顔と成長が心の癒やし
　担当している1歳児から「先生好き♡」と言われた時には胸
がいっぱいになりました。ようやく「先生」と言えてきたころ
に「好き」といった思いまで伝えられた瞬間に立ち会えるんで
す。子どもにとっ
て特別な存在にな
れたと実感した時
に、保育士をして
いて良かったと感
じています。　　

保育歴5年（1歳児担任）

加
か
本
もと
美
み
保
ほ
さん

先生の目線

先生の目線

先生の目線

　普段、子どもに対して一生懸命向き合っているからこそ、
保護者からの感謝の言葉で思わず泣いてしまうことも。元
気がない時に読んだりする心の支えです。

　子どもたちのお昼寝の
間、先生たちは交代で様子

を見ながら、昼食をとったり、先生同士で情報
を共有したりしています。

PM

先生の目線

保育士にインタビュー

2～5歳



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

　市では、経営改善に挑む中小事業者を支援します。同補助金は、今回から始
まる重点4事業と10月から始まるチャレンジ事業に分けて申請を受け付けます。
対次の条件を全て満たす中小事業者・個人事業主・団体等▶市内に本社がある
▶創業後5年以内（②だけ）▶5事業者以上で連携している（④だけ）
■重点4事業の補助額
事業
種別 ①DX支援 ②スタート

アップ支援
③子育て応援
事業者支援

④消費喚起支援
(イベント等）

対象
経費

デジタル化に要
する経費など

広報費や新規創
業に要する経費

店舗や事業所に
おける子育て世
帯のための環境
整備

消費喚起・売上
回復等のイベン
ト開催など

補助額
対象事業費の4分の3以内

上限100万円 上限500万円
申 9月16日㈮までに、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、①・③〜④
＝〒277－8505　柏市役所商工振興課へ郵送で（当日消印
有効）②＝事前に電話連絡の上、柏商工会議所（東上町）か柏
市沼南商工会（風早1丁目）へ直接持参を

他審査の結果、対象とならない場合あり
◎詳しくは市のホームページをご覧ください

市の職員を募集
問人事課☎7167－1113・ 7166－6026

　市では、来年4月に採用予定の職員を募集します。
■募集職種・採用予定人数・受験資格

募集職種 採用予定人数 受験資格

一般事務（上級） 15人程度 大学卒業（見込み）以上で、昭和63年4月2
日〜平成8年4月1日に生まれたかた

一般事務（初級）

各5人程度

高等学校卒業（見込み）以上で、平成13年
4月2日以後に生まれたかた

一般事務
（上級・初級）
【障害者対象】

身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者
保健福祉手帳のいずれかの交付を受けて
いて、昭和58年4月2日以後に生まれたか
た※上級＝大学卒業（見込み）以上、初級
＝高等学校卒業（見込み）以上

精神保健福祉士（上級） 若干名
各専門職種についての資格・免許（見込
み）を有し、精神保健福祉士・獣医師は昭
和63年4月2日以後、心理相談員・社会福
祉士は昭和58年4月2日以後、保育士は昭
和48年4月2日以後に生まれたかた

心理相談員（上級） 5人程度
社会福祉士（上級） 10人程度

獣医師（上級） 若干名
保育士（中級）Ａ 15人程度
保育士（中級）Ｂ 10人程度

電気技師（上級） 若干名 大学卒業（見込み）以上で、昭和63年4月2
日以後に生まれたかた

※保育士（中級）Ａと保育士（中級）Ｂは筆記試験の内容が異なります
一次試験／エントリーシート選考
申 8月18日㈭までに、人事課（市役所本庁舎2階）で配布するエント

リーシートに必要事項を書いて、市のホームページで※受験案内
とエントリーシートは市のホームページからダウンロード可

◎試験内容など、詳しくは受験案内をご覧ください

柏市文化祭の一般参加者を募集
問文化課☎7191－7403・ 7190－0892

　市では、柏市文化祭の各部門の一般参加者を募集します。さまざまな芸術文化
が集うこの機会に、奮ってご応募ください。

チャレンジ支援補助金申請の受け付けを開始
問商工振興課☎7167－1141・ 7162－0585

柏商工会議所☎7162－3305、柏市沼南商工会☎7191－2803

▲市のホームペー
ジはこちら

▲市のホームペー
ジはこちら

市内の空間放射線量率についてお知らせします
　市では、市内主要道路と駅周辺の歩道の空間放射線量率について、携帯型環境放
射線量測定器を用いた車載走行・歩行による測定を定期的に行っています。
　このたび、今年度分の測定結果がまとまりましたのでお知らせします。測定結果
は、表のとおり目標値（毎時0.23マイクロシーベルト未満）を下回っています。
◎測定結果など、詳しくは市のホームぺージをご覧ください
■測定結果

第21回市内主要道路
と駅周辺測定

測定高さ ポイント数 平均値 最大値 最小値

100cm 14,095カ所 0.059 0.099 0.029

■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

放射性物質の検査結果
5月11日〜 7月7日検査分

 ■市内の農産物　問  農政課☎7167－1143
ゲ［中央]フキ、キャベツ［南部]ネギ［手賀沼周辺]ネギ、ジャガイモ

［北部]ジャガイモ
検出下限値未満

子どもと
未来の柏
のために NO.110

「放射線対策ニュース」は偶数月1日号に掲載します
問環境政策課☎7168－1037・ 7163－3728

展
示
部
門

舞
台
部
門

時 所 ▶市民ギャラリー (パレット柏)＝10月28日㈮〜11月8日㈫午前10
時〜午後5時※初日は午後1時から、最終日は午後4時まで▶ひまわりプ
ラザ＝10月30日㈰〜11月6日㈰午前9時〜午後5時

対市内在住・在勤の個人か団体
内 写真、絵画、版画、手工芸、書道・ペン習字、盆栽、華道、俳句・短歌など※1

人1点
時 所▶アミュゼ柏＝11月19日㈯・20日㈰午後1時〜5時▶ひまわりプラザ

＝10月30日㈰、11月3日㈭午後1時〜4時
対市内に活動拠点があり、市内在住・在勤のかたが過半数で5人以上の団体
内音楽、ダンス、民謡
他参加は1人1団体で、1団体1部門。舞台参加者は人数制限等あり

《共通》
費無料
申込書の入手方法／次のいずれかの方法で▶文化課（沼南庁舎3階）へ直接▶市の

ホームページからダウンロード▶郵送で申込書を請求＝8月5日㈮までに参加希
望部門（舞台は希望会場も）、住所、氏名、電話番号を書き、84円切手を同封して、
〒277－8503　柏市教育委員会文化課へ郵送で（必着）

申 8月12日㈮までに、申込書に必要事項を書いて、文化課へ直接持参を※8月12日
㈮午前9時〜5時は、パレット柏でも受け付け可

他展示部門の搬入は各会期の初日に、搬出は最終日に、各自で行ってください※ひ
まわりプラザは前日に搬入を

◎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

　市では、次の条例案について、パブリックコメント（意見公募手続き）により市
民の皆さんの意見を募集します。

内柏市個人情報保護法施行条例の制定について
閲覧方法／8月3日㈬から、行政課（市役所本庁舎2階）、行政資料室（市役所

本庁舎1階）、行政資料コーナー（沼南庁舎1階）、近隣センター、柏駅前行政
サービスセンター、富勢出張所、市のホームページで

提出方法／9月2日㈮までに、住所・氏名（ふりがな）・年齢・電話番号・条例案名・
意見（様式は自由）を書いて、〒277－8505　柏市役所行政課へ郵送（必着）・
ファクス・直接持参するか市のホームページで

問行政課☎7167－1112・ 7166－6026

パブリックコメント
ご意見を
募集します

●柏市個人情報保護法施行条例（案）

　柏市ふるさと産品をはじめとした柏に
ゆかりのある食料品や飲料、雑貨等の製
品に投票する「かしわギフトセレクション
2022」が行われ、金・銀・銅の認定商品が決
定しました。得票の多かった上位10品に
金、15品に銀、25品に銅の各認定マークが
進呈され、今後の商品販売で使用されます。贈り物をするときは、
柏の名品を選んでみてはいかがですか。
◎各名品について、詳しくは市のホームページをご覧ください

「かしわギフトセレクション2022」の
認定品が決定

問地域経済促進協議会☎7190－5670
　商工振興課☎7167－1141・ 7162－0585

市のホームページはこちら▶

▲受賞商品に付けられる認定マーク



予＝予約制　　ウ柏＝ウェルネス柏
8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�

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㈪・23日㈫午後2時〜3時・午後3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

9日㈫午後2時〜4時、
ウ柏。本人・家族

アルコール
家族教室

15日㈪午後1時30分〜3時30分、中
央保健センター。家族のかただけ

保健所地域保健課☎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
票を郵送してください

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

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

保健所健康増進課☎7167－1256

かしわ歯科
相談室

25日 ㈭ 午 後1時30分 〜3時、
ウ柏。専門医による歯並びに関
する相談。当日、会場へ直接

保健所衛生検査課☎7167－1268
飲用井戸の
水質検査予

16日㈫・30日㈫午前9時〜11
時、ウ柏。検査は有料

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

ファミリかしわ・柏マルイの 
設備点検による一部施設の休館

　ビルの法定点検作業のため、次の施設
を休館します。
休館日╱8月17日㈬

休館施設 問い合わせ
妊娠子育て相談センター

（柏駅前） 保健所地域保健課
☎7167－1257

駅前すこやかプチルーム

柏駅前行政サービスセ
ンター ☎7168－5500

パスポートセンター ☎7167－9001

防災行政無線の試験放送
　8月10日㈬午前11時ごろ、試験放送
を行います。市内190カ所の防災行政無
線から、一斉に放送が流れます。
放送内容／チャイム→「これはJアラー
トのテストです（ 3回）」→「こちらは防
災かしわです」→チャイム
他 ▶災害の発生や気象状況等により中
止する場合あり▶近隣市でも同時に行う
場合あり
問 防災安全課☎7167－1115

ウクライナ避難民を 
継続・試行雇用する事業所を募集
　ハローワーク等の紹介で同避難民を雇
用する事業主への助成制度があります。
◎詳しくは問い合わせを
問 ハローワーク松戸☎047－367－8609 

・商工振興課☎7167－1141

街頭防犯カメラの設置費用を補助
　来年度に同カメラを設置する町会等に
対し、設置費用の一部を補助します。
対 次の条件を全て満たす団体▶市内の
町会・自治会・区等である▶自主防犯活
動の実績があり、今後も月1回以上活動
ができる▶市の街頭防犯カメラ設置・運
用指針を守れる
補助額／カメラ・設置表示板などの購入
費と設置工事費の合計額の4分の3以内

（ 1,000円未満は切り捨て）※同カメラ
新規1台につき30万円、更新1台につき
20万円まで、1団体2台以内
申込期限／9月9日㈮
◎申し込み方法など、詳しくは市のホー
ムページを見るか問い合わせを
問防災安全課☎7167－1115

児童扶養手当の現況届の提出を
　児童扶養手当を受給しているかたに、現
況届の案内を送付しました。継続して受給
するためには、現況届の提出が必要です。
提出期限／8月31日㈬
提出方法／現況届に必要事項を書いて、
〒277－8505　柏市役所こども福祉課
へ郵送（必着）か同課（市役所別館3階）・
沼南支所（沼南庁舎1階）へ直接持参を
◎詳しくは案内書か市のホームページで
確認を
問こども福祉課☎7167－1595・沼南
支所☎7191－7392

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

福祉のしごと就職フェア in ちば
時 所 ▶8月21日㈰＝ホテルポートプラ
ザちば（千葉市）▶10月1日㈯＝市川グ
ランドホテル（市川市）※いずれも午後1
時〜4時
対 社会福祉施設・事業所への就職を目指
しているかた
内 各施設・事業所の採用担当者との個人
面談、職場に関する相談
申 当日、会場へ直接
問 障害福祉課☎7170－1752・千葉県
福祉人材センター☎043－222－1294

地域活動ガイダンス 
「自分らしい活動探し」

時 8月26日㈮午後1時30分〜3時30分
所 ラコルタ柏（教育福祉会館）
対 これから地域活動を始めたいと考え

ているかた、20人
内 幅広い地域活動の体験談や紹介を聞
くことができます
持 筆記用具
申 8月19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
FAX 7163－9300・ k-soumu@ka 
shiwa-shakyo.or.jpするか電話で※
応募者多数の場合は抽選
問 柏市社会福祉協議会☎7163－9000

業務中の新型コロナウイルス感染
は労災保険の給付対象に

　感染経路が明らかに業務による場合だ
けでなく、感染経路が不明でも感染リス
クが高い業務は労災保険の対象になる場
合があります。また、症状が持続し療養
等が必要と認められる場合も対象です。
◎詳しくは厚生労働省のホームページで
問 千葉労働局☎043－221－4313

任意後見制度説明会
時 9月9日㈮午後2時〜4時
所 東葛テクノプラザ（柏の葉5丁目）
対 任意後見制度を検討中のかた、先着
15人
内 司法書士による法定後見制度との違い
や契約方法などの説明を聞きます
持 筆記用具
申 8月2日㈫午前9時から、柏市社会福祉
協議会へ電話で
問 柏市社会福祉協議会☎7162－5011

講 座 ・ 講 演

ボランティア入門講座
時 9月2日㈮午前10時〜正午
所 ラコルタ柏（教育福祉会館）
対 市内在住・在勤で、ボランティア活動
に関心があるかた、20人
内 ボランティア活動の紹介や活動する
上での心構えを学びます
申 8月26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

市民活動講座 
「団体運営をICTでレベルアップ」

時 8月20日㈯午後1時30分〜5時
所 パレット柏
対 NPOなどの地域活動に取り組むか
た、先着12人
内パソコンを活用して、効率的な組織運営
やネットワークを広げる方法を学びます
持 ノートパソコン
申 8月2日㈫午前10時から、紙面右上の
必要事項とメールアドレス、所属団体（あ
るかただけ）を書いて、市民活動サポー
トコーナーへ sksc@city.kashiwa.
chiba.jp・電話するか直接
問 同コーナー☎7163－1143

意思疎通支援者養成研修
　失語症を正しく理解し、失語者を支援
するための知識や技術を、web会議ア
プリ「Zoom（ズーム）」を含む13回の講
座や実習で学びます。
研修期間／9月4日㈰〜11月27日㈰
定 30人
申 8月20日㈯までに、千葉県言語聴覚
士会のホームページで※応募者多数の場
合は選考
◎日時・場所など、詳しくは同会のホー
ムページを見るか問い合わせを
問 同会☎080－7187－2524、障害福
祉課☎7167－1136・FAX7167－0294

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

ガイド・こども健康ガイド健 康

かわら版は次の面に続きます

昭和22年9月2日〜
  昭和22年9月30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

﹀8月中旬に発送予定です
昭和27年8月2日〜

昭和27年9月1日生まれの
柏市国民健康保険利用のかたへ

9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

﹀8月中旬に発送予定です
問保険年金課☎7191－2594

昭和32年9月2日〜
昭和32年10月1日生まれのかたへ

介護保険被保険者証を送付します。被保
険者の証明であるとともに、介護サービス
を利用するときなどに必要になります。大
切に保管してください

﹀8月下旬に発送予定です
問高齢者支援課☎7167－1022

■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

柏市社会教育委員会議 8月9日 ㈫ 午 後1時
30分〜3時15分 沼南庁舎5階501

会議室
各

先着
3人

生涯学習課
☎7191－7393

柏市公民館運営審議会 8月9日 ㈫ 午 後3時
30分〜5時

中央公民館
☎7164－1811

柏市国民健康保険運営
協議会

8月25日㈭午後2時
〜3時

市役所別館4階第
5会議室

先着
4人

保険年金課
☎7191－2594

※新型コロナウイルス感染症の影響で、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

　今年も原爆の日と終戦の
日を迎えます。犠牲者と戦
没者の慰霊と世界の恒久
平和を祈念して、1分間の
黙とうをお願いします。
▶広島＝8月6日㈯午前8時15分
▶長崎＝8月9日㈫午前11時2分

（いずれも原爆投下時刻）
▶終戦の日＝8月15日㈪正午

問福祉総務課☎7167－1131

1分間の黙とうを



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

交通事故巡回相
談（示談や損害
賠償の方法等）

9月7日㈬午前10時～正午・午後1時～3時
来月分を9月5日㈪まで※調停中・裁判

中のものは不可
防災安全課☎7167－1115

弁護士による多
重債務・消費者
問題無料相談

8月17日㈬午後1時～4時＝消費生活センター
当月分を8月2日㈫午前9時から

消費生活センター☎7163－5853

こころの悩み
無料相談

（電話・面接）

▶電話相談＝㈪・㈮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8月2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

不動産相談（売
買・賃貸借契約
時のトラブル）

電話相談＝㈫・㈮午前10時～午後3時
千葉県宅地建物取引業協会☎043－241－
6697

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

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
保健所地域保健課☎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

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。8
月1日・22日㈪・31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※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4㈬午後1時～5時
国際交流センター☎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8月2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8月2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8月2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8月2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～午後4
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8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

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

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

スマホ活用講座
時 8月23日㈫午前9時30分～11時30分
所ラコルタ柏（教育福祉会館）
対市内在住・在勤のかた、5人
内地図アプリの使い方などを学びます
持スマートフォン
申 8月15日㈪までに、往復はがきに紙
面右上の必要事項を書いて、〒277－
0005柏5丁目8－12　柏市中央公民館
へ郵送（必着）・ FAX 7163－9364・
info-chkm@city.kashiwa.chiba.jp
するか市のホームページで※応募は1講
座につき1人1通。応募者多数の場合は
抽選。手話通訳や要約筆記が必要なかた
は申込時に記入を
問中央公民館☎7164－1811

郷土史料講読会 
「古文書にみる柏の歴史」

時 9月11日・25日、10月2日・16日・30
日、11月6日の各日曜日▶①初級＝午前
10時～11時30分▶②中級＝午後1時10
分～2時40分▶③上級＝午後3時～4時
30分（各計6回）
所ラコルタ柏（教育福祉会館）
対市内在住・在勤・在学で、①＝初心者
②＝古文書解読経験者③＝自力で読解可
能なかた、各40人
内江戸時代以降に書かれた古文書をレ
ベルに応じて読み解きます
費各1,000円
申 8月19日㈮午後5時までに、文化課へ
電話か市のホームページで※応募者多数
の場合は抽選
他参考資料「柏市史�近世編」の当日購入
可
◎内容など、詳しくは問い合わせを
問文化課☎7191－7414

催 　 し

墨流しワークショップ
時 8月20日㈯午前10時～正午・午後1時
～3時
定各先着5人
内マーブル模様の和紙を作り、パネル
飾りを製作します
費 1,000円
申 8月2日㈫午前9時30分から、紙面右
上の必要事項と希望時間を書いて、旧吉
田家住宅歴史公園へファクスか電話で
所 問同公園☎・FAX7135－7007

柏未来ラボ 
「君の企画で柏の未来を創ろう 」
時 8月17日㈬午前10時～午後3時30分、
8月24日㈬午前9時～正午（計2回）
所ラコルタ柏（教育福祉会館）
対市内在住・在学の中学生～大学・専門
学校生、30人

内柏の歴史や政策を学び、市内を巡り
ながら柏の面白いスポットを発見します
持弁当※17日だけ
申 8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 ta�
sedai@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

ブルーベリーの収穫と 
アイスクリーム作り

時 8月27日㈯午前10時～正午・午後2時
～4時
定各20組※1組2人まで
費 1人1,500円
持エプロン、三角巾、フェイスタオル
申 8月5日㈮までに、紙面右上の必要事
項と希望時間を書いて、あけぼの山農業
公園へ akebonoyamagogo@g�
mail.com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
か問い合わせを
所 問あけぼの山農業公園☎7133－8877

スイカ収穫体験
時 8月6日㈯・13日㈯・27日㈯※いずれ
も午前9時～10時30分・午前10時30分
～正午。荒天時や作物の生育状況により
中止の場合あり
所柏たなか農園（船戸）
定各回先着30人
費 1,000円（高校生以下800円、未就学
児は無料）
持汚れてもよい服装・長靴・手袋、帽子
申 8月2日㈫午前9時から、紙面右上の
必要事項と参加希望日時、参加人数を書
いて、柏たなか農園へ kashiwatana�
ka.farm@gmail.comで
他小学生以上の参加者にスイカ1個をプ
レゼント
問柏たなか農園（松本）☎080－6507
－1631・農政課☎7167－1143

求 　 人

用務員（会計年度任用職員）
対心身共に健康で、学校内の美化作業に
意欲があるかた、1人
勤務場所／逆井中学校
勤務内容／草木・花壇の手入れ、除草、
清掃、簡単な修繕、来客対応など
勤務時間／午前8時10分～午後4時25
分のうち1日7.5時間で週2日
採用日／9月1日
賃金（時給）／1,030円※賞与・交通費は
別途支給
申 8月12日㈮までに、写真を貼った履歴
書に志望動機を書いて、〒277－8503　
柏市教育委員会教職員課へ郵送（必着）
か直接持参（沼南庁舎2階）を
選考方法／書類と面接
問教職員課☎7197－1115

講座・講演（続き）
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柏市かわら版

●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

千葉ロッテマリーンズ
公式戦にご招待

　柏市とフレンドシップシティ・プログラム協定を締結している千葉ロッテマ
リーンズが、抽選で公式戦（内野指定席）へ招待します。

試合開始日時／9月2日㈮午後6時、9月3日㈯・4日㈰午後5時※いずれか1日
所 ZOZOマリンスタジアム（千葉市）
対市内在住・在勤・在学のかた、各100組200人
内千葉ロッテマリーンズ�対オリックス・バファローズ
申 8月14日㈰午後10時までに、市のホームページで※応募者多数
の場合は抽選。結果は8月中旬にメールで通知

問マリーンズインフォメーションセンター☎03－5682－6341、
共生・交流推進センター☎7167－0941

©C. L. M.

▲応募はこちら



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

千葉県警察官
申込期限／8月16日㈫
◎対象など、詳しくは千葉県警察のホー
ムページを見るか柏警察署へ問い合わせ
を
問 柏警察署☎7148－0110・防災安全
課☎7167－1115

健 　 康

かしわ元気塾
　医師やリハビリ職がオンラインで、膝
痛に関する講演や体操の実演を行います。
時 9月10日㈯午前10時〜11時
所 柏地域医療連携センター
定 70人
申 8月19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（あるか
ただけ）を参加者全員分書いて、〒277
－0845豊四季台1丁目1－118　柏市
役所地域医療推進課へ郵送（必着）・
info-chkry@city.kashiwa.chiba.jp
するか直接※応募者多数の場合は抽選
他 オンライン視聴可
◎視聴方法など、詳しくは市のホーム
ページで
問 地域医療推進課☎7197－1510

シニア

柏寿荘の健康維持・増進講座
①スマイル講座
時 8月9日㈫午後1時〜2時
内 脳トレ、ヨガ、ストレッチ、口腔（くう）
体操をします
②理学療法士による講話と実技
時 内 ▶8月24日㈬＝肩痛・膝痛など、日
常的に起こる体の痛みや悩みの解消法▶
8月25日㈭＝負担に感じない介護・介助
方法の基礎※いずれも午後1時〜2時
費 各100円

《共通》
対 市内在住で60歳以上のかた、各先着
20人
持 運動ができる服装、タオル、飲み物
申 8月2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

女性のための 
シルバー人材センター入会説明会
時 8月10日㈬午前10時〜11時30分・午
後1時30分〜3時
所 保健勤労会館
対 市内在住で60歳以上の女性、各先着
15人
申 8月2日㈫午前9時から、柏市シルバー
人材センターへ電話で
問 柏市シルバー人材センター☎7166－
6681・商工振興課☎7167－1141

市民セミナー 
「遺言書の作成と生前贈与」

時 8月28日㈰午前10時〜正午
所 ラコルタ柏（教育福祉会館）
対 市内在住で60歳以上のかた、先着30
人
内 遺言書の作成と生前贈与について学
びます
費 500円
申 8月2日㈫午前9時から、老いじたく
あんしんねっとへ電話で
問 老いじたくあんしんねっと☎7169－
4165・高齢者支援課☎7168－1996

キッズ

シュロの葉の親子バッタ作り
ワークショップ

時 8月21日㈰午前11時〜11時45分・午
後2時〜2時45分
対 小学生、各先着5人
内 シュロの葉で親子バッタを作ったり、
木のコースターを作ったりします
費 500円
申 8月2日㈫午前9時30分から、紙面右
上の必要事項と希望時間を書いて、旧吉
田家住宅歴史公園へファクスか電話で
所 問 同公園☎・FAX7135－7007

不登校・引きこもりの子ども 
への理解と支援

時 9月3日㈯午前10時〜正午

所 つくば開成国際高等学校柏分校（柏4
丁目）
対 市内在住の小学生〜高校生の保護者、
先着30人
内 カウンセラーによる講演、不登校の
経験がある高校生やその保護者を交えた
座談会
申 8月2日㈫午前9時から、つくば開成
国際高等学校柏分校へ電話で
問 同校☎7160－2351・児童生徒課☎
7191－7210

ラコルタ柏の催し
①「0ちゃんの時間」〜新米ママパパのた
めのサロン〜
時 8月24日㈬午前10時〜11時
対 1歳までの子どもと保護者、8組
内 親子で触れ合い遊びをしたり、保護
者同士で交流したりします
②ゲーム・手話ソングコンサートをみん
なで楽しもう！
時 8月28日㈰午前10時〜正午
対 小学生〜高校生、先着20人※小学3
年生以下は保護者同伴
内 ボードゲームやカードゲームで遊ん
だり、手話ソングのミニコンサートを聞
いたりして楽しみます

《共通》
所 ラコルタ柏（教育福祉会館）
申 ①＝8月19日㈮までに②＝8月10日
㈬午前9時から、紙面右上の必要事項と
子どもの月齢（①だけ）を書いて、柏市
社会福祉協議会へ tasedai@kashi 

wa-shakyo.or.jpで※①は応募者多数
の場合は抽選
問 柏市社会福祉協議会☎7163－9001

親子の絆づくりプログラム 
「赤ちゃんがきた！」

時 9月1日〜22日の毎週木曜日午前10
時〜正午（計4回）
対 令和4年3月23日〜7月1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、お母さん同士が交流します
費 1,000円
申 8月2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

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ストリートピアノ 8月22日㈪〜31日㈬午後1時〜2時30分・
午後7時〜9時※28日㈰を除く 各回先着9人

②おたのしみ劇場 8月24日㈬午前10時〜10時30分 乳幼児と保護者、
先着8組

申 ①＝当日、会場へ直接②＝8月2日㈫午前9時から、パレット柏へ電話で
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■N.Y.Timesを読んでみよう
時 8/4・11・18の18時〜20時 
所 教福 費 1回500円 申 要予約 
問 垣沼☎7172－6001
■合気道体験
時 8/6〜9/3の毎㈯15時30分〜
16時30分 所 中央体育館 対 小・
中学生 費 無料 問 中島☎090－
5479－2349
■4人のピアニストと仲間たち
時 8/11の14時〜16時 所 アミ
ュゼ 柏 費 1,500円 問 高 須 ☎
7184－2526

■TOEIC体験会
時 8/6・13・20の18時30分〜21
時 所 アミュゼ柏、松葉近セ 費 1
回500円 申 要予約 問 野口☎
7132－7892
■夏休みハーバリウムと紙粘
土スイーツの貯金箱
時 8/11の9時〜15時 所 パレッ
ト柏 費 600〜2,000円 申 要予
約 問 笹☎090－3088－6518
■高麗（こうらい）人参入りサム
ゲタンを作ろう！
時 8/7の10時〜12時30分 所 教

福 定 先着8人 費 2,000円 申 要
予 約 問 小 玉 ☎080－6645－
5971
■西彩会絵画作品展
時 8/23〜28の9時〜21時※23
日は13時から、28日は16時ま
で 所 県プラ 費 無料 問 宮脇☎
7197－6292
■手びねり会陶芸作品展
時 8/23〜28の9時〜21時※23
日は13時から、28日は16時ま
で 所 県プラ 費 無料 問 川上☎
080－1055－9895

■市民大学講座「まなび屋」
時 8/23の10時〜12時 所 パレ
ット柏 内 紀貫之（きのつらゆ
き）の生き方 費 500円 問 神谷

（かみや）☎7151－5874
■「絵便り」で脳内リゾート
時 9/3の10時〜12時 所 ひまつ
ぶしクリエートセンター（松葉
町6丁目） 費 500円 申 要予約 
問 松戸☎090－4601－5306
■水野谷躬行（みずのやみゆき）
ハーモニカライブ
時 9/3の13時30分〜15時30分 
所 アミュゼ柏 費 1,000円 問 中
嶋☎070－5576－0783

■フルートアンサンブル紙ふう
せん定期演奏会
時 9/11の14〜16時 所 アミュ
ゼ柏 費 無料 問 長谷部☎7133
－9767
■混声合唱団菩提樹二十周年記
念コンサート
時 9/24の14時〜16時 所 アミ
ュゼ柏 費 無料 申 要予約 問 戸
塚☎090－5325－0833

● 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

と　き 催　し
3日㈬午前11時〜
11時30分 読み聞かせ、手遊び

6日㈯午前11時〜
11時30分 読み聞かせ

7日㈰午前11時〜
正午

読み聞かせを中心と
したイベント

申 当日、会場へ直接
問こども図書館☎7108－1111

こども図書館こども図書館
8月前半の催し

「サークル会員募集」コーナーは
毎月15日号に掲載します

　

※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
●はぐはぐスペシャル「かわいいうちわ
で遊ぼう」
親子で動物の紙人形うちわを作って遊び
ます
時 8月17日㈬午前11時20分〜11時50
分 対 乳幼児と保護者、先着10組 申 8月
2日㈫午後2時〜☎で

光ケ丘遊戯室（光ケ丘近隣センター内）
☎7170−7600（午前9時〜正午・午後1時〜5時）

●こどもスペシャルデー
おもちゃ、ボードゲーム、紙飛行機、折
り紙などいろいろな遊びをして自由に過
ごします
時 8月25日㈭午後1時30分〜4時30分
対 3歳〜中学生、先
着25人※未就学児は
保護者同伴 申 当日、
会場へ直接

高柳児童センター☎7190−1348
●わくわくスペシャル「うで輪をつくろ
う」
親子で一緒に折り紙を使って腕輪を作り
ます
時 8月18日㈭午前11時〜11時40分 対
乳幼児と保護者、先着10組 申 当日、会
場へ直接

永楽台児童センター（永楽台近隣センター内）
☎7163−4050

●児童センターで遊ぼう！
スイーツデコを作ったり、的当て、皿回し、
ジェスチャーゲームで遊んだりします
時 8月29日㈪午後2時〜4時 対 小学生、
先着30人 申 8月2日㈫午後2時〜☎で



新型コロナワクチン接種に関する情報
※7月21日時点の情報

問柏市新型コロナワクチンコールセンター☎7179－2313・☎7179－2663
保健所健康増進課☎7128－7252・ 7128－7253

　新型コロナワクチンの4回目接種対象者が、59歳以下の医療従事者や高
齢者施設従事者等にも拡大されました。なお、1・2回目接種時に柏市に住
民登録があり、医療従事者や高齢者施設従事者等として優先
接種したかたには、3回目接種から5カ月経過ごろに4回目接
種券を発送します。
◎接種券の申請方法や発送日など、詳しくは市のホームペー
ジをご覧ください

　市の集団接種では、事前予約が不要な接種枠を開設してい
ます。3・4回目の接種を希望するかたは、直接会場へお越し
ください。
対市内在住・在勤・在学で2・3回目の接種から接種日時点で5
カ月経過しているかた

持接種券、予診票、本人確認書類、お薬手帳（あるかただけ）
■集団接種会場

場所 中央体育館 南部クリーン
センター 沼南庁舎

開設日
8月3日 ㈬・4日 ㈭・6日 ㈯・7日
㈰・17日㈬・18日㈭・24日㈬・
25日㈭・27日㈯・28日㈰

8月20日㈯・21
日㈰

8月6日㈯・
7日㈰

受付時間 ▶水・木・日曜日＝午前9時30分～11時
▶土曜日＝午後2時30分～4時

使用ワクチン モデルナ社製 ファイザー社製
対象年齢 18歳以上 12歳以上

◎詳しくは市のホームページをご確認ください

発熱等の症状があるかたはこちら

　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、下記の問い合わせ先にお
問い合わせください。

柏市受診相談センター
☎7167－6777・ 7167－1732

受付時間／午前9時～午後5時※土・日曜日、祝日を除く

千葉県発熱相談コールセンター
☎0570－200－139
受付時間／24時間

▲市内の発熱
外来一覧は
こちら

4回目接種の対象者が拡大

予約なしでワクチンが接種できます

▲市のホーム
ページはこちら

▲市のホーム
ページはこちら

　市内在住のプロ車いすテニスプレーヤー・国枝慎吾選手が、テニス四
大大会の1つであるウィンブルドン選手権で初優勝を飾りました。

プロ車いすテニスプレーヤー

　決勝でイギリスのアルフィー・ヒューイット選手と3時間20分に及ぶ
死闘を繰り広げ、逆転勝利を果たしました。
　今回、ウィンブルドン選手権を制したことで、国枝選手はテニスの四
大大会を全制覇し、車いすテニスの男子シングルスでは初となる「生涯
グランドスラム」を達
成。最高峰のトーナメ
ントである四大大会を
制するだけでも至難の
業ですが、さらにパラリ
ンピックで獲得した金
メダルを合わせて「生涯
ゴールデンスラム」の偉
業を成し遂げました。

　柏市民の皆さん、おかげさまで
ウィンブルドン、シングルスの初
タイトルを獲得することできまし
た。東京パラリンピック以降は、
このタイトルを最大の目標にして
いたので、とても満足しています。
これで、グランドスラム4大会とパ
ラリンピックの全てで優勝する生
涯ゴールデンスラムを、男子選手
で初めて達成することができまし
た。この喜びを柏市民の皆さんと
分かち合えればうれしいです！

国枝慎吾

生涯ゴールデンスラムを達成

悲願の
ウィンブルドン
初優勝 国

く に

枝
え だ

慎
し ん

吾
ご

選手
問共生・交流推進センター☎7167－0941・ 7165－7323

▲壮絶な打ち合いを見せる国枝選手 写真：アフロ

広 

報

令和4年（2022年）

8.1
No.1654

市内人口
431,873人（前月比229人増）
●男　213,179人　　●女　218,694人　
●世帯数　194,295世帯（前月比311世帯増）

（4.7.1 現在） 

8

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「株式会社サンケイちば企画」（☎043−202−8600）へ

有 料 広 告 掲載されている広告内容については、直接広告主へお問い合わせください

▲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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