
P4・5…「ゼロカーボンシティ」に向けた取り組み／支援の
輪を広げよう ウクライナ情勢を受けて／柏市エコハウス
促進総合補助金の受け付けを開始／市の人事異動　ほか

住みやすい街・柏へ向けて

住み続けられる
　　　街であるための第一歩
　柏市長に就任後、初めての予算編成を行い、市民に必要な政策の実現
に向けて、各種事業に着手したところです。　   　 　 　 　 　 　
　新型コロナウイルス感染症が市民の皆さんの生活や社会経済活動に
与える影響は想像以上に大きく、より一層市民に寄り添い、必要な支援
を着実に実行していくことが、基礎自治体としての使命であると考えて
おります。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　令和4年度の予算については、市民の生命と暮らしを守るための
取り組みを第一としながらも、子育て・教育世代を支援するための安
心して子どもを産み育てることができる環境づくりや、健康で安心
して暮らせる社会の実現に向けた政策などを優先しています。公約
の実現に向けた政策等も反映し、将来を見据えた持続可能な地域づ
くりのために真に必要と考える政策に財源を配分しました。　　　
　新型コロナウイルス感染症対策のほか、児童・高齢者・心身障害者

への支援等の社会保障関係費や子育て・教育
や防災に関わる重点的事業への配分を増額し
ました。一方、市の財政の健全性を示す指標
である、市債に関するプライマリーバランスは一般・特別・企業会計
の合計値で黒字を確保しています。行政手続きのオンライン化をは
じめとするさまざまな分野でのデジタル技術の活用により、DX（デ
ジタル・トランスフォーメーション）を推進するなど、長期的な視点
で経費削減に努め、健全財政を堅持するとともに、感染症や自然災
害など、不測の事態にも対応できるような柔軟かつ健全な財政運営
に努めてまいります。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　私たちのふるさとを未来の子どもたちにより良い姿でつなぎ、将来的
に住み続けられる街であるための第一歩として、令和4年度予算から、そ
の礎を築いてまいります。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

市長のスマイル通信 vol.03

　市民の皆さんに必要な政策を着実に進めるため、子育て・教育世代への支援、
安心・安全な街の実現、生命と暮らしを守るための予算など、令和4年度当初予算を編成しました。

今号では、その予算の主な事業について、お知らせします。
問財政課☎7167－1120・ 7167－1210

　令和4年度の一般会計当初予算は、令和3年度と比べ4.9％増の1,484億7,000万円、
これに特別会計と企業会計を加えた予算総額は3.9％増の約2,573億3,000万円です。令和4年度一般会計

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
820億5千万円（55.3％）

市税など

自主財源
820億5千万円（55.3％）

市税など

依存財源
664億2千万円（44.7％）

国からの交付金など

依存財源
664億2千万円（44.7％）

国からの交付金など
民生費…福祉に
教育費…学校教育などに
衛生費…医療・ごみ処理などに
土木費…道路・公園などに
総務費…税務・戸籍などに
公債費…借りたお金の返済に

  
その他…議会費・商工費などに議会費・商工費などに

民生費…福祉に
教育費…学校教育などに
衛生費…医療・ごみ処理などに
土木費…道路・公園などに
総務費…税務・戸籍などに
公債費…借りたお金の返済に

  などに
その他…

民生費
685億6千万円

（46.2%）

民生費
685億6千万円

（46.2%）
衛生費

183億1千万円
（12.3%）

衛生費
183億1千万円
（12.3%）

土木費土木費

総務費
103億9千万円（7.0%）

総務費
103億9千万円（7.0%）

教育費
205億6千万円

（13.9%）

教育費
205億6千万円

（13.9%）

歳出合計
1,484億
7千万円
（100%）

歳出合計
1,484億
7千万円
（100%）

その他  35億（2.3%）その他  35億円（2.3%）

消防費　54億7千万円（3.7%）消防費　54億7千万円（3.7%）公債費 
93億8千万円（6.3%）

公債費 
93億8千万円（6.3%）

歳入合計
1,484億
7千万円
（100%）

歳入合計
1,484億
7千万円
（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。

123億円（8.3%）123億円（8.3%）

消防費…消防の運営・整備
などに

消防費…消防の運営・整備

2・3面では、令和4年度の主な取り組みついて紹介します
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主な内容

電話での問い合わせが
困難なかたはファクス 7166−8289 もご利用ください携帯電話や松戸局（047局）から本紙の

市外局番のない番号にかけるときは最初に を付けてください「04」

未来へつづ
く先進住環境都市・柏～笑顔と元気が輪となり広がる交流拠

点～
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特  集

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 

住みやすい街・柏へ向けて

新型コロナウイルス感染症対策

子育て・教育世代の支援

令和4年度の主な取り組み
市では、8つの分野において事業に取り組みます。

ワクチン接種、医療支援の体制確保など、感染拡大防止のための取り組みを強化します。

駅前送迎保育ステーションの設置検討調査、
就学援助の拡大など、子育てしやすい街になるよう環境を整備していきます。

　希望されるかたが安心・安全にワクチン接種を受けられるよう、引き続き接
種体制を整えていきます。

　入院医療費、PCR検査と抗原検査の検査料を一部負担します。

　生後6カ月〜小学6年生を対象にイン
フルエンザワクチンの接種費用の一部
（1,500円分）を助成します。

駅前「こども広場」・「こども図書館」・
「送迎保育ステーション」の設置検討

インフルエンザを含む
予防接種助成の拡大

　駅前に子育てに関する機能
を集約した施設、駅前送迎保
育ステーションの設置を検討
するにあたり、市民ニーズを
把握するために、WEBアン
ケートや保護者へのヒアリン
グ調査を行います。

414万円

ワクチン接種 医療費を一部負担18億9,773万円 4億4,941万円

　就学援助を受けているかたへ、新たにクラブ活動費などの費用の一部を支給
します。

就学援助の拡大 2,227万円

　いじめ・問題行動・トラブル等に対する適切な指導・支援をするため、学級
経営アドバイザーなどを配備し、いじめ防止授業・アプリの提供をします。

生徒指導の推進 1億1,905万円

　特別な支援を必要とする児童・生徒の学校生活や学習活動を支援するため、
教育支援員等を配置します。

特別支援教育の推進 3億8,687万円
8,711万円

新規事業

　診療が必要と診断された新型コロナウイルス感染症の自宅療養者のかたへの
在宅医療の支援体制を整備します。

　陽性者のうち、軽症者等が安心し
て療養ができるようホテルを借り上
げ、健康観察や食事の提供など、宿
泊療養施設の管理運営を行います。

自宅療養者への
医療支援の体制確保

宿泊療養
施設の管理運営

1,114万円

14億6,395万円

　自校方式の維持を検証するため、学校ごとに施設や運用状況を調査します。

自校方式学校給食の調査 4,578万円
新規事業

　市立小・中学校、高等学校の保健室のほかに、女子トイレにも常備します。

市立学校における生理用品の無償提供 77万円
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特  集住みやすい街・柏へ向けて

健康で安心して暮らせる街づくり だれもが暮らしやすい街づくり

DXの推進、「伝わる」情報発信 市内の経済活動の活性化

災害時に備えた安全・安心に
つながる体制の構築

地域での暮らしを支える

新規
事業

新規
事業

　市立柏病院の現地建て替えに向
けて、必要な医療機器の選定や建物
規模などを取りまとめた基本計画を
策定します。

　介護保険の対象ではない40歳未満のがん末期のかたが介護サービス等を
利用する際に、一部費用を助成します。

市立柏病院の現地建て替え

若年のがん患者支援

2,000万円

新規
事業

　高齢者が気軽に公共交通機関を利用できるよう、シルバーパスの事業につ
いて、先進市の視察などの調査を行います。

シルバーパスの
導入に向けた調査 32万円

　「住みやすい街・柏」を目指す
ため、事業者と連携を図りなが
ら、柏市の魅力を市内外に発信
するシティプロモーションや地
域ブランディングを行います。

「伝わる」情報発信
体制の構築 5,606万円

新規
事業

　災害発生時に避難支援が必要なかたごとに心身の状態や生活実態を踏ま
え、一人一人に合わせた「個別避難計画」を作成するモデル事業などを行い
ます。

取り残されない
避難体制の構築 446万円

162万円
新規
事業

新規
事業

新規
事業

新規
事業

新規
事業

　柏駅から市役所本庁舎・ラコルタ
柏（教育福祉会館）を経由し、ウェル
ネス柏まで行くバスの令和5年1月か
らの運行を目指します。

　デジタル技術を市民生活に浸透させるため、行政手続きにおけるオンライ
ン化やキャッシュレス決済などの導入を段階的に行います。

　公設市場と周辺地域の活性化を目的として、敷地内に道の駅を併設する事
業の実現可能性を調査します。

　老朽化した公設市場の機能を維持
させるために、整備や改修を引き続き
行っていきます。

　市内に109カ所ある指定避難所全てに、持
ち運び可能なソーラーパネル付き蓄電池を配
置します。また、給電対応車両も段階的に配
備します。

　パートナーシップ制度
の制定と、男女共同参画
推進計画を改定するため
に、市民意識調査を行い
ます。

　老朽化した近隣センターの改修工事等を行います。

柏駅と市役所・ウェルネス柏を結ぶ
バスの運行

DXの積極的な
推進

公設市場の
「道の駅」化検討

公設市場の整備・改修

災害発生後72時間を
乗り切る備え

多様性社会の推進

近隣センターの改修

1,048万円

1億3,209万円 2,013万円

1億2,810万円

1億7,883万円
280万円

3億6,423万円

スマートフォンの充電や照明などに使用▶
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特  集 住みやすい街・柏へ向けて

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 

　ウクライナに関する支援や避難民の受け入れなどについ
ての相談を受け付けています。
開設時間／午前8時30分～午後5時15分※土・日曜、祝日を
除く

所パレット柏
問共生・交流推進センター☎7167－0941・ 7165－7323

　市では、ウクライナから避難してきたかたが「言葉の壁」で困ることがない
よう、ウクライナ語で行政窓口や学校等での手続きをサポートする通訳・翻訳
ボランティアを募集しています。
対日本語とウクライナ語（ロシア語も可）でコミュニ
ケーションが取れ、市内でサポートできるかた

申国際交流センターへ電話で
問国際交流センター☎7157－0281

　避難してきたかたが一時的に住めるよう、市内の市営住宅
を当面の住居として用意しつつ、民間企業等の協力も得なが
ら安心して暮らすことのできる環境を整えています。

　国から生活支援金が支給されるまでの対策として、市から当面の生活費を支給
します。他にも、特別活動（1年）のビザが発給された場合の国民健康保険証の発
行、教育・就労支援なども行っていきます。

　ロシアによる軍事侵攻により、ウクライナでは市民の生命・生活が脅か
されています。市では、柏市在住のウクライナのかたのご家族がウクラ
イナから市内に避難されてきた際に、不自由なく安心して生活を送っても
らえるよう、必要な支援を行っています。―ウクライナ情勢を受けて―

市の支援体制

ウクライナ語ボランティアを募集

相談窓口の設置

住居の提供

生活支援金などのサポート

募金にご協力を

開設時間／午前8時30分～午後5時15分※日曜日、祝日、年
末年始を除く

内避難してきたかたの生活支援等
所 問国際交流センター（パレット柏）☎7157－0281

柏市国際交流センターウクライナ支援募金

支援の輪を広げよう

　市では、2050年までに二酸化炭素の排出を実質ゼロにする「ゼロカーボンシティ」を目指すことを掲げ
ています。令和4年度に行う環境のことを考えた、公共施設の脱炭素化に向けての取り組みを紹介します。
問環境政策課☎7167－1695

環境に寄り添う災害に強いまちづくり

に向けた取り組み
「ゼロカーボンシティ」

　災害時に電力供給の確保が求められる避難所に指定されている公共施設から順に、
太陽光発電設備を設置し、二酸化炭素の削減と災害対策の強化を同時に進めます。
・太陽光発電設備の設置が可能か各公共施設の調査を行う
・事業者が設備を無償で設置し、発電された電力は市が買い取る仕組みを検討

●太陽光発電設備の設置

▲高柳近隣センターの屋上に設置されたソーラーパネル

　二酸化炭素の大きな削減が見込まれる照明の LED
化ですが、市有施設の照明における LED化率は約30
パーセントにとどまっているため、まずは市役所本
庁舎にある約3,000本の電灯を LEDに交換します。

●公共施設の照明のLED化

　災害などの非常時には電源として活用も
できるハイブリッド車や、走行時に二酸化
炭素を排出しない電気自動車を市の公用車
として導入していきます。

●公用車に電気自動車を導入

「気候危機宣言」を表明!
ゼロカーボンシティへの挑戦

▲宣言書を持つ太田市長

TOPIC

　温室効果ガスの排出量増加による地球温暖化が要因と考えられる異常
気象が頻発し、生態系や農林水産業にも影響を与えており、今後、自然災
害のリスクがさらに高まることが予想されています。
　そこで市では、ふるさとを未来の子どもたちによりよい姿でつなぎ、持
続可能な社会の実現に向けて「創エネ・省エネ・蓄エネ」に率先して取り組
み、エネルギーの「市産市消」を目指していきます。

避難所に指定されている
近隣センターや学校の
屋上等へ導入していきます

　ウクライナや避難民を受け入れる周辺国等での救援活動を支援するための寄付
を募っています。市でも募金箱を設置していますので、ご協力をお願いします。

　ふるさと納税を活用した寄付の募集を受け付けています。
寄付方法／ふるさと納税ポータルサイト「ふるさとチョイス」で
支援額／1口2,000円
内避難してきたかたの生活支援等
他返礼品はありません
問市民税課☎7168－1612

ふるさと納税で「ウクライナ緊急支援寄付金」

▲市のホームペー
ジはこちら

受付期限／5月31日㈫
募金方法／▶市役所本庁舎1階受付に設置された募金箱で▶ゆうちょ銀行・郵便
局、銀行から振り込み

内被災されたかたがたへの救援や現地での人道支援
他募金箱への募金で領収書が必要な場合、事前に福祉総務課（市役所別館2階）へ
直接

◎振り込み先など、詳しくは市のホームページでご確認ください
問福祉総務課☎7167－1131

ウクライナ人道危機救援金（日本赤十字社による募金）
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市の新しい取り組み
などをお知らせします市政情報

●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。実施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

　市では、4月1日付で人事異動を行いました。部長級以上の異動は次のとおりで
す。今年度は部長級の女性職員の割合を4.8パーセントから16パーセントにし、所
属長についても女性職員を積極登用し、21.5パーセントと過去最高の割合となっ
ています。

役　職 氏　名 役　職 氏　名

危機管理部長 國井　潔
保健所理事

（総務企画・新型コロナ
ウイルス感染症・新型コ
ロナウイルスワクチン

接種担当）

沖本　由季
総務部長 飯田　晃一

企画部長 小島　利夫 環境部長 後藤　義明

財政部長 中山　浩二 経済産業部長 鈴木　実

広報部長 松山　正史 都市部理事
（緑政・住環境担当） 小川　靖史

市民生活部長 永塚　洋一 上下水道局理事
（工務担当） 内田　勝範

市民生活部理事（住民記
録・戸籍・保険年金担当） 谷口　恵子 議会事務局長 髙村　光

保健福祉部理事（法人・
障害福祉担当） 吉田　みどり 学校教育部長 三浦　邦彦

保健福祉部理事（市立病
院・老健担当） 小倉　孝之 学校教育部理事

（財務・施設・保健担当） 原田　明廣

保健所長 依田　紀彦 消防局長 相田　幹夫

役　職 氏　名
副市長 加藤　雅美
副市長 奥田　謁夫

役　職 氏　名 役　職 氏　名
教育長 田牧　徹 代表監査委員 髙橋　秀明

上下水道事業管理者 成嶋　正俊

■部長級

■特別職

■特別職
副市長

奥田　謁夫（新任）
副市長

加藤　雅美（新任）

上下水道事業管理者
成嶋　正俊

代表監査委員
髙橋　秀明（新任）

教育長
田牧　徹（新任）

市の人事異動
問人事課☎7167－1113・ 7166－6026

　柏市ふるさと産品をはじめとした柏にゆかりある食料品・飲料・雑貨等の製品
に投票して、「柏市ゆかりの名品」を応援しませんか。投票結果に応じ、各製品に
は金・銀・銅の認定マークを付けて市内外で販売します。
投票期限／5月31日㈫
対どなたでも
内 50品の中から、大切なかたへ手土産や贈り物として送り
たいと感じる商品、1〜3位を選んで投票します

費無料
投票方法／市のホームページで
他投票いただいたかたの中から抽選で320人に、道の駅しょうなん
で使える商品券や家電など総額50万円相当の商品をプレゼント

◎景品内容など、詳しくは市のホームぺージをご覧ください

消費者が選ぶ柏の名品「かしわギフト
セレクション2022」を開催
問地域経済協働促進協議会☎7190－5670
　商工振興課☎7167－1141・ 7162－0585

市のホームページはこちら▶

申請期限が迫っています
非課税世帯等への臨時特別給付金
問柏市非課税世帯等臨時特別給付金コールセンター

☎7165－0250（午前9時〜午後5時※土・日曜日、祝日を除く）・
7165－0256

　新型コロナウイルス感染症の影響で厳しい生活状況にあるかた
を対象に、1世帯当たり10万円の給付金を支給しています。申請
期限までに申請がない場合、給付が受けられなくなりますので、申
請がお済みでないかたは期限内に申請をお願いします。

■対象・申請方法

◎申請書類など、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

▲市のホームペー
ジはこちら

対象 令和3年度の住民税が非課税
の世帯

新型コロナウイルス感染症の影響
で家計が急変し、現在の収入が住
民税非課税世帯と同程度の世帯

申請期限 4月28日㈭ 9月30日㈮

申請方法

市から届いた確認書に必要事
項を書いて、同封されている
返信用封筒で返送を（当日消
印有効）※確認書は世帯主に
発送済み。届いていないかた
は、同給付金コールセンター
へ問い合わせを

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、〒277−8505 柏
市役所福祉政策課へ郵送で（当日消
印有効）※申請書の送付を希望のか
たは、同給付金コールセンターに問
い合わせを

柏市エコハウス促進総合補助金の受け付けを開始
問環境政策課☎7167－1695・ 7163－3728

　市では、窓の断熱改修や蓄電池など、環境
に配慮した設備の設置費用の一部を補助して
います。新たに、電気自動車とV2H充放電設
備費用も補助の対象になりました。この機会
にエコな設備で地球に優しい暮らしを始めて
みませんか。

■柏市エコハウス促進総合補助金対象設備一覧

対象設備 補助額

エコ窓改修
（窓の断熱改修）

補助対象設備にかかった費用の4分
の1（上限8万円）

家庭用燃料電池システム
（エネファーム）

停電時に
▶自立運転機能あり＝上限10万円 
▶自立運転機能なし＝上限5万円

定置用リチウムイオン蓄電システム 上限7万円※太陽光発電設備の併設
が必須

電気自動車
▶太陽光発電設備とV2H充放電設備
を併設している＝上限15万円
▶太陽光発電設備だけ併設している＝
上限10万円

V2H充放電設備
補助対象設備にかかった費用の10分
の1（上限25万円）※太陽光発電設備
と電気自動車の導入が必須

対市内在住で、市税を滞納していないかた
対象設備の条件／次のいずれかに該当すること▶令和4年4月1日以降に市内の

戸建て住宅か共同住宅の住戸部分への設置工事を開始する▶電気自動車は、自
動車検査証の登録年月日か交付年月日が令和4年4月1日以降である

申 5月2日㈪～来年2月28日㈫に、環境政策課（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、〒277−8505　柏市役
所環境政策課へ郵送（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

◎対象者や住宅等の条件など、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 ▲市のホームペー

ジはこちら

▲受賞製品に貼ら
　れる認定マーク



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マスクの着用にご協力ください

①希望する講座・催し名 ②〒・住所 ③氏名（ふりがな） ④年齢 ⑤電話番号
※電話が困難なかたはファクス番号 ⑥（往復はがきの場合）返信面の宛先

はがき・ファクス
などの記入内容

生産緑地地区の 
新規指定要件の緩和

　4月から、新たに生産緑地を決定する
際の指定要件を緩和しました。
◎詳しくは問い合わせを
問都市計画課☎7167－1144

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。
◎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確認を
問学校教育課☎7191－7367

柏市民公益活動育成補助金 
（たまご補助金）の成果報告会
時4月25日㈪午前9時45分～11時35分
所パレット柏
定先着20人
申4月16日㈯午前9時から、市民活動サ
ポートコーナーへ電話で
問同コーナー☎7163－1143

ファミリーマートでフレイル
予防ポイントのチャージを終了

　4月17日㈰をもって、ファミリーマー
トでのかしわフレイル予防ポイントの
チャージを終了します。今後はイオン
銀 行ATMやWAONス テ ー シ ョ ン で
チャージをお願いします。
◎チャージができる端末の設置場所な
ど、詳しくは市のホームページで
問地域包括支援課☎7167－2318

固定資産（土地）の価格に関する
審査申出期間を延長

　令和3年度に、固定資産税の基礎とな
る路線価等を見直し、土地の評価替えを
行いました。新型コロナウイルス感染症
の影響により税額の据え置き措置がとら
れたため、見直された一部の土地につい
て、価格に関する審査申出期間を延長し
ています。
◎申し出方法について、詳しくは市の
ホームページで
問申し出について＝収納課☎7167－1123 

・価格について＝資産税課☎7167－1125

地域活動ガイダンス
時5月27日㈮午後1時30分～4時
所ラコルタ柏（教育福祉会館）
対市内在住で、ボランティアや地域活動
を始めたいかた、20人
内ボランティアや地域活動の魅力、活
動の心構え等を学びます
持筆記用具
申5月20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@kashiwa-
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

進路・就職の相談とサポート
時月～土曜日午前9時30分～午後5時※
祝日・年末年始を除く
所かしわ地域若者サポートステーション

（柏下）
対15～49歳で無職のかた
内就職・進学・職業訓練などに関する相
談ができます
申かしわ地域若者サポートステーショ
ンへ電話か同ステーションのホームペー
ジで
問同ステーション☎7100－1940・商
工振興課☎7167－1141

かしわファミリー・サポート・ 
センターの協力会員を募集

　地域の子どもの預かりや送迎などをす
る協力会員として活動できるかたを募集
します。
対市内在住で、基礎研修会に参加でき
る心身共に健康なかた
■報酬

援助時間 報酬（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、
月～金曜日の午前6時～7時・
午後8時～10時

800円

■基礎研修会
と　き ところ

5月18日㈬午前9時30分～午
後3時30分

沼南社会福
祉センター

7月1日㈮午前9時30分～午後
3時30分

いきいきプ
ラザ7月1日㈮午前9時30分～午後

0時35分、7月4日㈪午前9時
30分～11時35分（計2回）

※いずれか1つ

持筆記用具
◎基礎研修会の申し込み方法など、詳し
くは問い合わせを
問同センター☎7190－5225

講 座・講 演

体内時計が導く 
質の良い睡眠講座

時5月10日㈫午前10時～11時30分
所ラコルタ柏（教育福祉会館）
定20人
内体内時計や体の仕組みを知り、無理
なく良質な睡眠を取るこつを学びます
費100円
申4月25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

手話講習会
①入門講座
時5月11日～来年3月15日の毎週水曜日
午後2時～4時（ 8月10日・17日、11月
23日、12月28日、来年1月4日を除く。
計40回）
②基礎講座
時5月11日～来年3月29日の毎週水曜日
午前10時～正午（ 8月10日・17日・24
日・31日、11月23日、12月28日、来
年1月4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
申4月22日㈮までに、はがきに紙面右上
の必要事項と職業、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
他テキスト代は実費。②は4月27日㈬
に説明会と手話テストによる選考あり
問障害福祉課☎7167－1136・FAX7167
－0294

ユネスコ春季英会話教室
時▶基礎英会話＝5月16日～7月25日
の毎週月曜日午後2時～4時（7月18日を
除く。計10回）▶世界遺産と英会話＝5
月11日～7月13日の毎週水曜日午後1
時30分～3時30分（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27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　柏市中央公民館内　柏
ユネスコ協会へ郵送で（必着）※応募者
多数の場合は抽選
問同協会（西山）☎090－2331－0488 

・文化課☎7191－7403

定期救命講習会
■普通救命講習Ⅰ

ところ と　き 定　員

東部消防署
5月14日㈯、7月
22日㈮、8月24日
㈬、9月28日㈬

各回
先着9人

西部消防署 6月7日㈫、6月29
日㈬

各回
先着15人

沼南庁舎 7月13日㈬、9月
8日㈭

各回
先着10人

※いずれも午前9時～正午・午後1時30
分～4時30分
■普通救命講習Ⅲ

ところ と　き 定　員
沼南庁舎 5月26日㈭ 各先着10人
西部消防署 8月1日㈪ 各先着15人
※いずれも午前9時～正午・午後1時30
分～4時30分
■上級救命講習

ところ と　き 定　員

西部消防署 5月19日㈭、8月
20日㈯

各先着15人柏市地域医
療連携セン
ター

6月16日㈭、9月
13日㈫

東部消防署 7月9日㈯ 先着9人
沼南庁舎 8月8日㈪ 先着10人
※いずれも午前9時～午後5時

《共通》
内心肺蘇生、AED（自動体外式除細動器）
の使用方法などを学びます
申4月18日㈪午前9時から、救急課へ電
話で
問救急課☎7133－0118

女性のための囲碁教室
時5月17日㈫午後1時～3時
所ラコルタ柏（教育福祉会館）
対女性のかた、8人
申5月10日㈫までに、紙面右上の必要
事項を書いて、 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

お 知 らせ

納期限は5月2日（月）
▼納税通知書は4月1日に発送しています

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　

《共通》
　新型コロナウイルス感染症の影響に
より、収入が減少し納付が困難なかた
は、納期限までに申請することで徴収
猶予を受けられる場合があります。
◎詳しくは、市のホームページを見るか
問い合わせを

納期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

催　し 開催日 開催時間

創版会版画展 4日㈬～ 7日㈯ 午前10時～午後5時
初＝午後1時　終＝午後4時

全陶展　千葉支部展 8日㈰～12日㈭ 午前10時～午後5時
初＝午後1時

我孫子野鳥を守る会創立50周年
記念　野鳥写真展「素晴らしい
野鳥の世界」

13日㈮～18日㈬ 午前９時30分～午後6時
初＝午後1時　終＝午後3時　

フォトふじごころ・フォト
2000合同写真展 19日㈭～22日㈰

午前10時～午後6時
初＝正午　終＝午後5時パッチワークサークルソレイユ

作品展 23日㈪～26日㈭

風の会　絵画展 27日㈮～30日㈪
午前10時～午後6時
初＝午後1時　終＝午後5時カントリー・キルターズ・ギルド

展（パッチワーク） 31日㈫～6月3日㈮

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 ● ●

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16日㈯
午前9時30分から、同館へ電話で

生ごみからマイ
ハーブを育てよ
う

8日㈰午前10時～正午。
小学生、先着5人（小学
1～3年 生は 保 護 者同
伴）。300円

古布からつば付
き帽子作り（ 6
枚はぎ）

13日㈮午前10時～午後
4時。先着5人。300円

Tシャツからバ
ッグ作り

24日㈫午前10時～午後
4時。先着5人。300円

◎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

市等官公庁からの
お知らせです
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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

催 　 し

ティーゲームで脳活「日本茶編」
時5月16日㈪午後2時～3時30分
所ラコルタ柏（教育福祉会館）
定6人
費1,500円
申5月10日㈫までに、紙面右上の必要
事項を書いて、 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

未来からの挑戦状 
散歩型謎解きゲームin柏の葉

　宝の地図を持って、柏の葉キャンパス
駅周辺に仕掛けられた謎を解きながら、
街を探検します。
開催期間／4月16日㈯～5月15日㈰
地図配布場所／柏の葉アーバンデザイン
センター（若柴）、ららぽーと柏の葉北
館（若柴）など
他20歳以上のかたで「スマートライフ
パス柏の葉」に登録したかたは、三井ガー
デンホテル柏の葉宿泊券などが当たる抽
選に応募可
◎宝の地図配布場所や景品など、詳しく
は市のホームページで確認を
問UDCKタウンマネジメント☎7137－
2228・北部整備課☎7167－1249

あけぼの山農業公園の催し
あけぼの里山パーク
時4月29日㈮午前10時～午後3時※雨
天時は翌日に延期
対小学生と保護者、先着20組
内自然の中で、ブランコやハンモック
体験、ターザンロープ等の森遊び
費1組1,000円
持汚れてもよい服装・靴、軍手、弁当、
飲み物、虫よけ、敷物
申4月16日㈯午前9時から、あけぼの山
農業公園へ電話か直接

スポンジで作るカラフル鯉（こい）のぼり
時5月1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
内子ども向けのカラフルなミニこいの
ぼりを作ります
費500円
申4月19日㈫までに、紙面右上の必要事
項と希望時間（第2希望まで）、参加者全
員分の氏名（ふりがな）と年齢を書いて、
あ け ぼ の 山 農 業 公 園 へ akebono 
yamagogo@gmail.comで※応募は1通
につき1家族まで。応募者多数の場合は
抽選
昆虫展

と　き 内　容

①5月1日㈰～5日㈭午
前10時～午後4時

昆虫標本・生体製
本の展示、ヘラク
レスオオカブトと
の記念撮影

②5月1日㈰～5日㈭午
前10時30分～正午 昆虫観察会

③5月2日㈪・3日㈫午
後1時～2時

りんぷん転写作品
勉強会

④5月4日㈬・5日㈭午
後1時～2時・午後2時
30分～3時30分

まゆ玉でこいのぼ
り工作

対どなたでも※8歳以下は保護者同伴
定③＝先着10人④＝先着12人
費①＝400円②・③＝700円④＝1,000
円※いずれも割引制度あり
申当日、会場へ直接

《共通》
◎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

「モラージュ柏スポーツ 
カーニバル」を開催

時4月30日㈯午前10時～午後4時
所モラージュ柏（大山台2丁目）
内サッカーやモルック、チアダンス、
ヨガ、ラグビー、陸上競技などのスポー
ツ競技を体験できます
持運動ができる服装
他事前予約が必要な体験あり

◎申し込み方法など、詳しくはモラー
ジュ柏のホームページを見るか問い合わ
せを
問 SEPT（セプト）☎7192－6770・ス
ポーツ課☎7167－1133

田植え体験
時5月14日㈯午前9時30分～11時・午
前11時～午後0時30分
所鹿倉農園（布瀬）
定各先着50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、長靴、軍手
申4月16日㈯午前9時から、紙面右上の必
要事項と希望時間、参加人数を書いて、
農菜土へファクスか同ホームページで
問農菜土☎・FAX7137－7318

カシニワ・ウォーク
「春の大井をめぐるツアー」

時5月6日㈮午前9時～正午・午後1時～
4時
集合・解散／バス停「大井」前※希望者は
柏駅集合可
対5キロメートル程度の道のりを歩ける
かた、各15人
費500円※柏駅集合のかたは別途交通費
持運動ができる服装、飲み物
申4月22日㈮までに、はがきに紙面右
上の必要事項と希望時間、参加者全員
の氏名（ふりがな）、柏駅集合希望のか
たはその旨を書いて、〒277－0001呼

塚新田204－2　柏市みどりの基金へ郵
送（必着）・ FAX 7160－3121するか
midori-k@fancy.ocn.ne.jpで※応募者
多数の場合は抽選。当選者には4月29日
㈮までに通知
問柏市みどりの基金☎7160－3120

柏の葉スマートシティの 
話をしよう

　スマートシティとして開発が進む柏の
葉の特徴や注目スポットなどの意見交換
を行うワークショップを開催します。
時5月15日㈰午後1時～4時
所ラコルタ柏（教育福祉会館）
対市内在住・在勤のかた、20人
申5月10日㈫までに、紙面右上の必要
事項を書いて、 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

イオンをみんなの
カシニワにしよう

時 5月3日 ㈫ 午 前10時30分 ～11時45
分・午後1時30分～2時45分
所イオンモール柏（豊町2丁目）
定各10人
内ショッピングモールの花壇に花を植
えて、みんなが楽しめるカシニワを作り
ます
申4月24日㈰までに、市のホームペー
ジで※応募者多数の場合は抽選
問住環境再生課☎7167－2528

ところ・申し込み先 開始日（ 0歳児） 定  員 開始日（1歳児） 定  員

南部こどもの広場（南部近隣セ
ンター内）☎7173－1333 － － ③5月11日㈬ 先着

6組

豊四季台児童センター
☎7144－5363 － － ④5月13日㈮ 先着

8組

高柳児童センター
☎7190－1348 ①5月18日㈬ 先着

6組 － －

永楽台児童センター
☎7163－4050 － － ⑤5月18日㈬ 先着

7組

布施遊戯室（布施近隣センター
内）☎7135－3960 ②5月23日㈪ 先着

6組 － －

開催期間／5～7月（計6回）※いずれも午前10時～11時15分
対▶0歳児＝令和3年4月2日～令和4年4月1日生まれの第1子と保護者

▶1歳児＝令和2年4月2日～令和3年4月1日生まれの子どもと保護者
内親子で遊んだり情報交換をしたりして、仲間づくりをします
申①・②＝4月16日㈯③～⑤＝4月17日㈰午後2時から、各施設へ電話で
◎日程など、詳しくは市のホームページで確認を
問出張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おたのしみ劇場 4月27日㈬午前10時～
10時30分

乳幼児と保護
者、先着8組

②美学講座「腸活　腸いきいきde身体（か
らだ）もいきいき」

5月9日㈪午後3時30分
～5時 先着13人

③おはなし会 5月11日㈬午前10時30
分～11時

乳幼児と保護
者、先着8組

④木曜日午後のクラシックコンサート
「サックスとピアノのハートフルサウンド 」

5月12日㈭午後1時30
分～2時15分 先着40人

⑤スマホ・パソコン無料相談 5月13日㈮午前10時～
午後4時 先着18人

費②＝1,000円
申4月16日㈯午前9時から、パレット柏へ電話で

こちらは柏警察署です。

見守り活動にご協力を
問柏警察署☎7148－0110

　新年度が始まったこの時期は、子どもや女性
に対する声掛けや痴漢などの不審者情報が増加
します。散歩しながら、買い物しながらなどの、
「ながら見守り活動」で地域の安全を一緒に守
りましょう。
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楽しく子育て
「ルンルンクラブ」

布施遊戯室（布施近隣センター内）
☎7135－3960（午後1時〜 5時）

●ミニわいわいin布施近隣センター
手遊び、パネルシアター、エプロンシア
ターを親子で楽しみます
時4月22日㈮、5月19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季節の歌を楽
しみます
時4月26日㈫午前10時
～11時20分 対 乳幼児
と保護者、先着6組 申4
月16日㈯午後1時30分
～☎で

※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！



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マスクの着用にご協力ください

①希望する講座・催し名 ②〒・住所 ③氏名（ふりがな） ④年齢 ⑤電話番号
※電話が困難なかたはファクス番号 ⑥（往復はがきの場合）返信面の宛先

はがき・ファクス
などの記入内容

求 　 人

生活保護面接相談員
対次の条件を全て満たすかた、2人▶社
会福祉士か社会福祉主事の資格がある▶
生活保護等の相談に関する業務の経験が
1年以上ある 
勤務場所／生活支援課（市役所別館1階）
勤務内容／生活保護制度に関する相談や
説明など
勤務時間／午前9時～午後5時15分で週
3日程度※月12日程度
採用日／6月1日
賃金（時給）／1,590円※賞与・交通費は
別途支給
申4月28日㈭までに、市のホームページ
からダウンロードした申込書に必要事項
を書き、必要書類を添えて、〒277－
8505　柏市役所生活支援課へ郵送（必
着）か直接持参を
選考方法／書類と面接
問生活支援課☎7167－1138

自衛官
　日本の平和と安全を守る仕事をしませ
んか。
種別／①一般幹部候補生②一般曹候補生
③自衛官候補生
対①＝22～25歳のかた（大学卒業見込
み含む）②・③＝18～32歳のかた（高校
卒業見込み含む）
申込期限／①＝6月16日㈭②＝5月10日
㈫③＝随時
◎詳しくは自衛隊千葉地方協力本部の
ホームぺージを見るか問い合わせを
問自衛隊柏募集案内所☎7163－6884

健 　 康

楽楽（らくらく）テニス出張教室
時5月6日～27日の毎週金曜日午前9時
30分~11時
対18歳以上でテニス初心者のかた、各

先着24人
費各900円
持運動ができる服装・靴、タオル、飲み
物、ラケット（貸し出しあり）
申当日午前9時から、会場へ直接
他子ども同伴不可
所 問逆井運動場☎7175－0750

シニア

スクエアステップでフレイル予防
時5月20日㈮午前10時～11時30分
所ラコルタ柏（教育福祉会館）
対65歳以上のかた、16人
内升目の上を歩き、バランス力や反射・
認知機能、筋力の向上を目指します
費500円
申5月13日㈮までに、紙面右上の必要
事項を書いて、 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

気軽に楽しく健康づくり 
「ふまねっと運動」

時5月12日㈭午後2時～4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
内認知症・転倒予防のために、ゆっくり
歩く運動をします
費100円
申5月2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

　市では、皆さんのご意見を把握してより良い広報事業を行うために、アン
ケートを行います。ご回答いただいたかたの中から抽選で40人に、図書カー
ド500円分をプレゼントします。皆さんのご意見をお待ちしています。

広報事業に関するアンケートにご協力を
問広報広聴課☎7167－1175・FAX7166－8289

申5月11日㈬までに、はがきに住所・氏名（ふりがな）
とアンケートの回答を書いて、〒277－8505　
柏市役所広報広聴課へ郵送（当日消印有効）か市
のホームページで※1人につき1回まで。当選の
発表はプレゼントの発送をもって代えさせていた
だきます
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問スポーツ課 ☎7167－1133スポーツ講習会
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

なぎなた
5月13日㈮・20日㈮・
27日㈮午前9時～午前
11時（計3回）

中央体
育館

市内在住・在勤
のかた

初 心 者 の
体験教室

運動ができる
服装

5月12日㈭までに、紙面右上
の必要事項を書いて、渡邉（わ
たなべ）へファクスか電話で

渡邉
☎・FAX7131－2757

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10日㈫午前8時40
分～午後0時30分

富勢運
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25日㈪までに、田上（た
がみ）へ電話で

田上
☎7189－7828

（午後2時以降）

柏市かわら版

と　き 催　し
16日㈯午前11時
～11時30分

読み聞かせ、手遊び、
パネルシアター

19日㈫午前11時
～11時30分

読み聞かせ、手遊び、
歌

20日㈬午後3時～
3時30分 読み聞かせ、手遊び22日㈮午前11時
～11時30分
23日㈯午前11時
～11時30分

読み聞かせ、手遊び、
パネルシアター

26日㈫・28日㈭
午前11時～11時
30分

読み聞かせ、手遊び

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
4月後半の催し

■市の情報発信媒体について
⓬ 市の情報を手に入れるために、現在使っている媒体は何ですか（複数回答可）

1. 広報かしわ　2. 市のオフィシャルウェブサイト
3. かしわメール配信サービス　4. 柏市公式Twitter　5. 柏市公式LINE
6. SmartNews

⓭ ⓬で選択されなかった媒体について、なぜ使っていないか教えてください
　（複数回答可）

1. 市の情報が発信されていることを知らなかった　
2. 媒体そのものを知らない　3. 登録・入手方法がわからない
4. 登録するのが面倒　5. 以前は使っていた　6. その他

⓮ ⓭で5を選択したかたに伺います。なぜその媒体を使わなくなりましたか

（自由回答）

❾ 「広報かしわ」で取り上げてほしい内容を教えてください（複数回答可）
1. 健康・医療　2. 講座・イベント　3. 観光　4. 福祉　5. 市の特産物　
6. 防災・防犯　7. 子育て・教育　8. 環境　9. スポーツ
10. 税金・補助金などの制度　11. 歴史・芸術　12. 市の財政　
13. 市民協働の紹介　14. 地域の活動紹介　15. 個人の活躍の紹介　
16. その他

⓫   「広報かしわ」をより良くするために、意見や感想を自由にご記入ください

（自由回答）

❿  ❾で「その他」を選択したかたに伺います。具体的に取り上げてほしい内容を
教えてください

（自由回答）

■あなたについて
❶ 年代

1. 10歳代以下　2. 20歳代　3. 30歳代　4. 40歳代　5. 50歳代
6. 60歳代　7. 70歳代　8. 80歳以上

❸ 柏市の在住年数
1. 3年未満　2. 3～5年　3. 6～10年　4. 11～20年　5. 21年以上

❷ 職業
1. 自営業　2. 会社員・公務員　3. パートタイム・アルバイト 
4. 主婦・主夫（勤めていない）　5. 学生　6. 無職

❺ あなたは「広報かしわ」をどの程度読んでいますか
1. 全てをじっくり読む　2. 必要・関心のある記事だけ読む　
3. 見出しや写真だけ目を通す　4. ほとんど読まない　5. 全く読まない

■広報かしわについて
❹ 現在の「広報かしわ」についてあなたの満足度を選択してください

1. 満足　2. おおむね満足　3. やや不満　4. 不満

❼ ❻で「その他」を選択したかたに伺います。具体的に何が悪いと感じていますか
（自由回答）

❻  ❺で1・2・3を選択したかたに伺います。「広報かしわ」での改善点はどのよう
なところですか(複数選択可）
1. 文字が小さい　2. 行間が狭い　3. 内容が面白くない　
4. 文字の色や背景の色が見づらい　5. 役に立つ情報がない　
6. 読みづらい文字（フォント）が使われている　7. 文字量が多い
8. 文章が分かりづらい　9. 特に悪いところはない　10. その他

❽  ❺で1・2・3を選択したかたに伺います。「広報かしわ」であなたがよく読む記
事は何ですか（複数回答可）
1. 1面（特集）　2. 市政情報　3. かわら版　4. 市長のスマイル通信
5. 市民の相談室　6. 団体サークルの催し・会員募集　7. 新型コロナ関係
8. 放射線対策NEWS　9. Kashiwa Photo Diary

▲アンケートの
　回答はこちら



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

キッズ

子育てをもっと楽しく！ 
「ペアレント・プログラム」

時5月10日・17日・31日、6月7日・14日
の各火曜日、6月23日㈭※いずれも午前
10時〜11時10分（計6回）
所高柳児童センター
対3〜6歳の子どもの保護者、先着12人
内子どもの行動から褒めるポイントの
見つけ方を学びます
申4月19日㈫午後2時から、出張しこだ
児童センターへ電話で
他保育あり（要予約）
問出張しこだ児童センター☎7145－
2522

親子土いじり体験 
「畑っこくらぶ」

時①5月15日㈰午前9時30分〜11時②
6月中旬③7月中旬（計3回）
対小学生以下の子どもと保護者、10組
内①＝夏野菜の植え付け②＝じゃがい
もの収穫、草取りなど③＝夏野菜の収穫
費1組3,500円
持汚れてもよい服装・靴、軍手、帽子
申4月25日㈪までに、紙面右上の必要
事項と参加者全員分の氏名（ふりがな）
と年齢を書いて、あけぼの山農業公園へ

akebonoyamagogo@gmail.com
で※応募者多数の場合は抽選。初めての
かたを優先
所 問あけぼの山農業公園☎7133－8877

未来の起業家育成セミナー
時①4月30日㈯②5月7日㈯午前10時〜
正午

所ラコルタ柏（教育福祉会館）
対市内在住・在学の小学4年生〜中学3
年生のかた、15人
内①＝ユーチューバーのたむじょーさん
による講演会②＝SDGsゲームなどで自

分のやりたい事を形にします
申4月22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
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●レクリエーションダンスと
きめき
第2・4㈪10時、根戸近セ。簡単
なステップで楽しく踊ります。

1,000円、 1,000円。松 戸
☎090−1506−8789
●柏小品盆栽会
第1・3㈰10時、教福。初心者
歓迎。 1,000円、 3,000円。
土 岐（ と き ）☎080−6743−
3629
●着付け「 和装サークル 」
第2・4㈫・㈬12時30分、松葉
近セ。初心者歓迎。 1,000円、

2,500円。坂本☎090−4459
−6285
●お陽さま太極拳
毎㈭13時、増尾近セ。初心者歓
迎。 3,000円。体験可。椎名（し
いな）☎7163−7083
●日帰り登山の会
月1回第2㈯。 1,000円。石井
☎7175−2001

●ソフトボール「 柏ゴールド
ハイシニア 」
毎㈫9時、山高野運動広場（船戸
山高野）。70歳以上。 1,000円。
小林☎7144−7405
●都山流尺八「 奏（ そう ）」
第1・3㈬12時か不定期、旭町
近セ。 500円。井上☎090−
2534−1852
●英会話サークルABC
月3回㈯15時、アミュゼ柏。中学
校卒業レベル。 3,000円、
3,500円。見学歓迎。佐々木☎
090－1118－4001
●水彩画「 嘉（ よし ）の会 」
第2・4㈮13時30分、教福。初心
者歓迎。 3,000円。堀☎7163
−6467
●ペン字・筆ペン「五葉会」
第2・4㈯9時50分、新田原近
セ。初心者歓迎。 1,000円、

1,250円。山野邉（やまのべ）
☎7162−5135

●柏の葉ポールウォーキング
クラブ
第2・4㈪10時15分、まちの健
康研究所「あ・し・た」（若柴）。

2,000円、 2,400円。武田
☎090−7736−6101
●スポーツ吹矢「 柏うぐいす
支部 」
毎㈫13時、中央体育館。小学生
以上。 2,000円、 1,000円。
沼田☎7107－8292
●剣道「 松葉剣友会 」
毎㈫・㈯17時、第2・4㈰9時、 
松葉一小。小学生・初心者歓迎。 

2,000円、 1,000円。清水
☎090－6524－7013
●書道「 すみれの会 」
第2・4㈯10時、松葉近セ。初
心 者 歓 迎。 1,500円、
1,300〜2,000円。北本☎080
－4885－2229
●ストレッチ体操「 さわやか
クラブ 」
毎㈪13時、中央体育館。初心
者歓迎。 1,000円、 1,300円。
椎名（しいな）☎7132－3467

●ロコモかたくり
第1・3㈫9時45分、アミュゼ柏。 
初心者歓迎。 1,000円。宮之前 

（みやのまえ）☎7133−9319
●ひまわり合唱団
第1㈬10時、沼南近セほか。60
歳以上。 1,000円、1回500円。
吉本☎7134−5540
●柏グリーンズパパサッカー
クラブ
毎 ㈰10時30分、 柏 五 小。
1,000円。石戸☎090－8685
－8157
●中村天風（ てんぷう ）心身統
一法柏の集い
第3㈯9時30分、柏諏訪神社（柏
5丁目）。 500円。藤本☎090
－1117－0943
●書道「 創楽会 」
第2㈯13時、教福。初心者歓迎。

500円、 2,500円。吉村☎
7146−2020
●太極拳「 健気会 」
月4回㈭13時、沼南体育館。初
心者歓迎。 2,500円。桑島☎
080－1238－2192

●柏市ママさん硬式テニス協会
毎㈬・㈮11時、富勢運動場。経験
者、女性。 2,000円、 1,300円。
宇野☎080－6523－0487
●混声合唱団フレンドリーシ
ンガーズ
第1・2・4㈮15時、教福。 3,750円。
中川☎090－7813－6178
●かがやきカラオケ
第2・4㈮、教福。初心者歓迎。
プロ歌手が指導。 1,000円、 

3,500円。中村☎7132－2356
●ヨガ「 キラーナ 」
毎㈪11時、富勢運動場。 4,000
円。鈴木☎7133−9585
●山の会ひだまり
第2・4㈯6時30分、柏 駅 集 合。
初心者歓迎。日帰り登山。 500
円。堀☎090－1426－7816（16
時以降）
●エアロビクスカメリア
月3回 ㈬9時30分・10時45分、
県プラ、県立柏の葉公園。高齢
者歓迎。 1,000円、 3,000円。
小平（こだいら）☎090−6136−
3458

＝入会金、㊊＝月会費、
＝年会費サークル会員募集

■ギター弦の会チャリティーコ
ンサート
時4/19の14時30分〜16時 所
アミュゼ柏 定先着40人 費無料 
問小段（こだん）☎7133－0882
■詩吟体験講座
時4/28、5/12・26の13時〜15
時 所東中新宿会館 費無料 申要
予約 問播磨（はりま）☎090－
6024－5500
■古文書を読んでみよう
時4/23の13時30分〜15時30

分 所教福 定先着16人 費100
円 申要予約 問佐々木☎090−
4179−5822
■家庭菜園でできる薬草ハー
ブの栽培
時 5/14の13時30分 〜15時30
分 所県プラ 費500円 申要予約 
問内田☎090−4752−2430
■豊四季台気功体験
時4/23の13時〜14時30分 所
豊四季台近セ 費500円 申要予
約 問藤本☎090−1117−0943

■脳トレ健康麻雀入門講座
時5/11〜7/13の毎㈬、5/14〜
7/16の毎㈯、9時〜11時 費1回
500円 申要予約 所 問セカンド
ライフファクトリー（柏6丁目）
☎7100－8023
■樹木の新緑と花の観察会
時5/8の9時30分〜12時 所県
立柏の葉公園コミュニティ体育
館 定先着20人 費200円 申要
予約 問 平田☎090－5433－
5143

■リコーダーアンサンブルポ
レポレ発表会
時5/7の14時〜16時 所アミュ
ゼ柏 費 無料 問 細谷☎090−
3310−3980
■母の日マスクチャームとハー
バリウムとフラワーアレンジ
時5/5の9時〜15時 所パレット
柏 費100〜2,300円 申 要予約 
問笹（ささ）☎090－3088－6518
■外国人講師の英会話体験会
時4/21の12時15分〜12時45
分 所アミュゼ柏 費500円 申
要予約 問水谷☎090−5498−
0715

■脳トレ健康麻雀入門講座
時 5/12〜7/14の 毎 ㈭14時 〜
16時（計10回） 所プチカル柏の
葉（柏の葉２丁目） 定先着12人 
費5,000円 申要予約 問プチカ
ル柏の葉☎7100−8439
■講演会「 人間力を磨く 心の
教養講話 」
時5/11・6/22・7/27の9時〜
11時 費 各1,000円 申 要予約 
他オンライン開催 問モラロジ
ー道徳教育財団☎7173−3182

● 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、中公＝中央公民館、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

　市では、働く世代の接種機会を確保するために夜間

接種センターを開設し、初日には太田市長もワクチン

接種をしました。

新型コロナワクチン3回目接種

夜間接種センターで開始

＠夜間急病診療所（ウェルネス柏内）
4／1

　このコーナーでは、とっておきの
1枚に記事を添えて紹介します。

　江戸時代に建てられた国の重要文化財を背景に咲き誇る桜を見て、自然と歴史が織りなす美しさに、親子で見入っていました。

樹齢100年以上の桜と柏の歴史の
調和

＠旧吉田家住宅歴史公園4／2



　4月6日時点における市内の新規感染者数等の推移については次のとおり
です。市内で判明した新型コロナウイルスの感染者情報は市のホームページ
でお知らせしています。
問保健所総務企画課☎7167－1255・ 7167－1732

市内の新型コロナウイルス感染者情報
市のワクチン接種に関する情報

■市内の新規感染者数等の推移

　感染者数は2月7日の週をピークに緩やかに減少したものの、最近では横
ばいないしは上昇に転じています。3月21日をもってまん延防止等重点措
置が解除されましたが、引き続き感染対策へのご協力をお願いいたします。
※陽性率は、新規感染者数(疑似症患者を除く )÷検査人数で算出
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　新型コロナウイルス感染症に関する最新情報については、
市のホームページで発信しています。

市のホームページはこちら▶

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、右記の
問い合わせ先にお問い合わせください。

専用サイト

ワクチン接種は任意です

専用電話

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

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

　市では、小児用ワクチンの接種希望者に対応するため、接種場所を市
内20医療機関に拡充しました。また、一部医療機関では柏市新型コロ
ナワクチンコールセンターと柏市予約システムでも予約できるように
なります。
◎接種可能な医療機関など、詳しくは市のホー

ムページをご覧ください

　3回目のワクチン接種率は4月6日時点で47.7パーセントですが、働
く世代は平日の日中に予約が難しいこともあり、20代が21.0パーセン
ト、30代が23.1パーセントと他の世代に比べて低い水準です。
　このため市では、仕事後に立ち寄ることができる夜間接種センターを
5月7日㈯まで開設し、5月8日㈰まで行っている集団接種にも十分な空
きがあります。
　感染した際の重篤化を防ぐとともに、家族や友人などの身近な人を守
るためにも、この機会に接種をご検討ください。

  小児用ワクチンの接種体制を拡充

  働く世代への接種機会を提供しています

◀市のホームページはこちら

柏市新型コロナワクチンコールセンター
☎7179－2313・☎7179－2663
受付時間／午前8時30分～午後5時15分
※午後5時15分以降の当日キャンセルは、
  午後8時までに☎080－5545－9411へ

　接種にあたり、接種するメリットとデメリットを考慮した上で、
ご判断ください。また、ワクチン未接種のかたへの差別がないよう、
ご理解とご協力をお願いします。

広 

報

令和4年（2022年）

4.15
No.1647 市内人口

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。

430,032人（前月比167人増）
●男　212,243人　　●女　217,789人　
●世帯数　192,533世帯（前月比651世帯増）

（4.4.1 現在） 

柏の情報をスマホで！
無料宅配やメール
配信サービスの
申し込みも

10

※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
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