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お知らせ
※記載のないものは、対象・定員なし、申し込み不要、料金無料。
※市役所への郵便は「〒 945-8511 柏崎市役所○○課」で届きます。

柏刈SDGsフォトアクション
作品募集

▶内容…皆さんの SDGs に関する
活動を SNS に投稿してください。
投稿された方の中から抽選で 17
人にすてきな景品をプレゼント。
▶一次受付期限…6 月 30 日㈭
▶対象…柏崎刈羽地域に在住また
は地域を訪問・居住したことがあ
る方（個人・団体・企業不問）
▶応募方法
①柏崎刈羽地域で行われている
SDGs に関する活動の写真を撮影
②柏崎青年会議所の SNS アカウ
ン ト（Facebook、Instagram、
Twitter）をフォローする
③「＃柏刈アクション」をつけて、
写真・タイトル・関連する SDGs
の番号（1 つ以上）を投稿する
※ SNS を利用していない方は、専
用のメールアドレス（kashiwa
zakijc.sdgs2022@gmail.com）
に写真・タイトル・SDGs の番号
を送信してください。
※異なる活動であれば、何回でも
応募できます。
問（一社）柏崎青年会議所
　℡ 21-4412
info@kashiwazaki-jc.or.jp

職業訓練の受講生を募集
事務基本科１期
▶内容…ワード・エクセルの使い
方、就職のためのビジネスマナー
などを習得します。
▶とき…５月 27 日㈮～８月 26
日㈮ 9：00 ～ 15：40（土・日曜、
祝日、8 月 15 日㈪・16 日㈫を除く）
▶ところ…ものづくり活性化センター
▶対象…求職者
▶定員…12 人（選考）
▶選考方法…筆記試験（一般教養）
▶受講料…無料（教材費など 2 万
5,440 円）
▶申し込み…5 月 9 日㈪までに直
接、ハローワーク柏崎へ。
問ハローワーク柏崎（申し込み）
　℡ 23-2140　 22-9932
問上越テクノスクール（内容）

℡ 025-545-2190　 025-545-2193

①とき（活動日）②ところ③対
象④費用（記載のない場合は無
料）⑤内容⑥問い合わせ

◆会員募集

グランヴォーチェ柏崎
①②ホームページでご確認くださ
い（https://granvoce-kashiwa
zaki.com/）③年少～小学６年生
④体験無料⑤少年サッカークラブ
（チーム登録申し込みについて
は体験参加時に説明します）⑥
飯塚大介（℡090-4065-4596） 
shubetta@gmail.com

柏崎ピアノサークル
①第３日曜の13：00～15：00②う
たげどう（西本町１）③街頭ピア
ノや駅ピアノのように人前でピア
ノを弾いてみたいと思っている愛
好者（年齢不問）④１日千円⑤順
番にピアノを演奏（間違っても、途
中で止まっても大丈夫です。温かい
拍手で対応）⑥栗林健夫（ピアノ歴
５年）℡080-1218-5059

柏崎弓道連盟　弓道入門教室
①５～６月の火・金曜●昼の部＝
10：00～11：30●夜の部＝18：
50～20：00（昼・夜の部共に全10
回、定員各５人）②武道館③中学
生以上④2千円（別途、武道館使用
料が必要）⑤申し込み：５月６日
㈮までに武道館事務所へ。見学可
⑥石橋文雄（℡090-1604-9408）

◆市民かわら版の掲載方法
▶対象…市民で組織する団体が、
市内の公共施設を使って行う市民
向けの活動（政治・宗教・営利を
目的、または将来その可能性があ
るもの、公序良俗に反するものは
掲載できません）
▶条件…１団体で、体験・教室、
会員募集は年１回、イベントは年
２回を限度

▶字数…100字程度。添削あり。
▶掲載…原則、先着順。誌面の都
合で、掲載できない場合、体験・
教室、会員募集は次号以降に順次
掲載（イベントは没書）。
▶申し込み…原則、掲載希望月２
カ月前の20日までに、直接また
はファクス・Ｅメールで、市役所
１階元気発信課へ。
問元気発信課　　　
　℡21-2311
　23-5112
koho@city.kashiwazaki.lg.jp

お子さんの就学について相談
できます
▶相談内容…言葉や心身の発達に
関する不安や、小学校の教育内容・
支援・学習環境など
▶対象…令和５（2023）年度に小
学校へ就学予定のお子さんの保護者
▶申し込み…保育園・幼稚園で配
付された申込書を直接、在籍して
いる保育園・幼稚園へ。
※お子さんが保育園・幼稚園に在
籍していない場合は、学校教育課
が相談に応じますので、お問い合
わせください。
問学校教育課
　℡ 21-2366　 23-0881

就学困難な小・中学生の世帯
に学用品費などを支給します
▶対象…次のいずれかに当てはまる方
●生活保護が停止または廃止
●世帯全員が市民税非課税
●市税などの減免を受けている
●児童扶養手当を受給している
●前年所得が市の定める基準以下
▶主な援助費…学用品費・学校給
食費、修学旅行費など、義務教育
に必要な経費の一部
▶申し込み…5 月 31 日㈫までに、
直接就学している小・中学校または
市役所 2 階学校教育課（郵送可）へ。
問学校教育課
　℡ 21-2366　 23-0881
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▶内容…成長に応じた食事や遊びの話、子育て相談
▶時間…9：15 ～ 9：30受け付け、9：30開始
▶定員…各 20組　▶持ち物…母子健康手帳、バスタオル

▶内容…子育て相談、歯科相談
▶とき…17 ㈫の 9：15～ 9：30受け付け、9：30開始
▶対象誕生月…令和 2（2020）年 4月
▶定員…15 組 ▶持ち物…母子健康手帳、バスタオル
▶申込期間…4/18 ㈪～ 5/12 ㈭

令和 4（2022）年 1月
令和 3（2021）年 7月
令和 2（2020）年 10月
令和 2（2020）年 9月
平成 31（2019）年2月

4カ月児
10カ月児
1歳 6カ月児
1歳 6カ月児歯科
3歳児（内科・歯科）

10㈫
19㈭
17㈫
11㈬
12 ㈭

26 ㈭
24 ㈫
31 ㈫
25 ㈬
18 ㈬

健診 日
前半 後半対象誕生月

▶内容…妊娠中の相談や出産に向けた心構えなど、
情報提供や体験
▶時間…13：15 ～ 13：30 受け付け、13：30開始
▶持ち物…母子健康手帳

妊娠 5～7カ月の妊婦
妊娠 7～9カ月の妊婦と夫

対象 申込期間日 定員
18 ㈬
14 ㈯

２カ月児
５カ月児
12カ月児

対象
令和 4（2022）年 3月
令和 3（2021）年 12月
令和 3（2021）年 5月

対象誕生月 日
20 ㈮
13 ㈮
12 ㈭

4/20 ㈬～5/17 ㈫
4/13 ㈬～5/10 ㈫
4/12 ㈫～5/9 ㈪

申込期間対象

4/18 ㈪～ 5/13 ㈮
4/14 ㈭～ 5/11 ㈬

乳幼児健康診査
▶時間…12：50 ～ 13：50 受け付け、13：00開始
※１歳６カ月児歯科健診の受け付けは 13：30まで。
▶持ち物…母子健康手帳、バスタオル、歯ブラシ（１
歳６カ月児歯科のみ）

生まれた日が 15日までのお子さんは前半に、
16日以降のお子さんは後半に受診してください。

子育て情報を LINEで受け取れます
●対象の方に、健診やセミナー
の日程が届きます
●予防接種が公費助成（無料）
で受けられる期限が近づくと
お知らせが届きます

▲友だち追加
@kashiwazakicity

5月の乳幼児健診、妊娠期・子育て期のセミナー日程 問子育て支援課
　℡20-4215 ℻20-4201

すくすくネット
かしわざき

市ＨＰ
子どもの
健診・学級

▶ところ…健康管理センター　
▶予約受付…祝日を除く月～金曜の 8：30～ 17：15
※感染予防のため、内履きの持参にご協力ください。

出産前のパパママセミナー（要電話予約）

すくすく広場（要電話予約）

２歳児子育てと歯科相談（要電話予約）

子育て情報の
動画を配信中！

▶定員…20 組程度（予約制）
▶申し込み…各予約開始日以降、
祝日を除く月～金曜の 9：00 ～
15：00 に直接、元気館 1 階保
育課へ。チケットをお渡しし
ます。
※詳細は、市ホームページ・
すくすくネットかしわざきで
ご確認ください。

親子であ・そ・ぼ！
「アンパンマン体操と簡単チアダンス」

▶内容…抱っこでも参加できる親子
ヨガや、体操、チアダンスなどを行
います。
▶講師…桑田尚子さん・伊原琴音さ
ん（インストラクター）
▶とき…5 月 11 日㈬ 10：30 ～ 11：30
▶対象…3 歳以下（未就園）のお子
さんと保護者 1 人
▶予約開始日…4 月 25 日㈪

子育てキラキラ講座
「簡単離乳食の進め方」

▶内容…離乳開始から完了までの食
事を学びます。食事サンプルの展示
があり、質問もできます。
▶講師…市栄養士 
▶とき…5 月 26 日㈭ 10：30 ～ 11：30
▶対象…1 歳 6 カ月くらいまでのお
子さんと保護者 1 人
※保護者のみの参加も可。
▶予約開始日…5 月 12 日㈭

5月の元気館
子育て講座・イベント
問保育課
　℡47-7785　 ℻20-4201

なおこ


