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海・川で遊ぶときは
水難事故に注意しましょう

▶注意すること
● 1人で海・川に行かない
●泳ぎが得意でも油断しない
●水深が急に深くなる場所がある
ので注意する
●体の具合が悪い時は泳がない
●飲酒後は泳がない
●子どもから目を離さない
●釣りをするときはライフジャ
ケットを着用する
●出掛ける前に気象情報を確認する
●波の高いときは海に近づかない
●突然起きる大きな波や引き波に
注意する
●沖に向かって強く流れる離

りがんりゅう
岸流

に注意する
●海水浴が禁止されている場所で
は泳がない
●遊泳区域に水上バイクなどを乗
り入れない
問防災・原子力課
　℡ 21-2316　℻ 21-5980

小・中学校再編方針に関する
ご意見をお聴きする会を開催
します
▶内容…教育委員会と学区等審議
会が、令和 6（2024）年度に統
合対象になっている以下の地区
で、再編方針に関する説明を行い、
ご意見をお聴きします。校区外の
方も参加できます。
◆鯖石小学校
▶とき…7 月 16 日㈯ 14：00～
▶ところ…鯖石小学校
◆高柳小学校
▶とき…7 月 16 日㈯ 17：00～
▶ところ…高柳小学校
◆東中学校
▶とき…7 月 23 日㈯ 14：00～
▶ところ…東中学校
◆第五中学校
▶とき…7 月 23 日㈯ 17：00～
▶ところ…第五中学校
問教育総務課
　℡ 21-2360　℻ 23-0881

国民健康保険運営協議会を傍
聴しませんか

▶内容…国民健康保険や国保診療
所の予算や運営方針の審議を行い
ます。傍聴希望の方は直接会場に
お越しください。
▶とき（予定）…8 月 3 日㈬、
11 月 16 日㈬、令和 5（2023）
年 2月 8日㈬ 14：00～ 16：00
▶ところ…市役所 1階多目的室
▶定員…10 人程度（先着）
問国保医療課
　℡ 21-2210　℻ 24-7714

高齢者生活支援施設「結の里」
の入居者を募集
▶ところ…高柳町岡野町 1801 
▶対象…市内に居住するおおむね
65 歳以上で、1人暮らし世帯ま
たは高齢者夫婦のみの世帯で、次
の要件を全て満たす方
●自宅で生活することに不安があ
り、家族または親族の援助を受け
ることが困難である
●入居時に日常生活動作（入浴、
食事、トイレなど）が可能であり、
介助を必要としない
●健康状態が入院加療を要する病
状でない
●必要な経費を負担できる
▶募集人数…7 人（選考）
※入居は、書類選考、面接などに
より決定します。
▶利用料金…入居者の収入に応じ
て決定します。
▶申し込み…申し込み前に、介護
高齢課へご連絡ください。その後、
申請書などを直接、市役所１階介
護高齢課へ。
※申請書類は介護高齢課にありま
す。
問介護高齢課
　℡ 21-2228　℻ 21-4700
kaigo@city.kashiwazaki.lg

　　.jp

公営住宅の入居者を募集
（8～ 9月）

▶申込受付期間
● 8月募集＝ 8月１日㈪～ 4日㈭
● 9月募集＝９月１日㈭～６日㈫
※月～金曜の８：30 ～ 17：00
受け付け（土・日曜、祝日を除く）。
▶入居日
● 8月募集＝ 9月１日㈭
● 9月募集＝ 10月１日㈯
▶募集する住宅…市営、県営住宅
の空き家
※空き家の状況は、募集月の前月
の 21 日以降に建築住宅課または
市ホームページでご確認ください。
▶申し込み…直接、市役所１階建
築住宅課へ。
問建築住宅課
　℡ 21-2290　℻ 24-7714

市立博物館運営協議会の委員
を募集
▶内容…博物館の運営に関して、
協議・検討します。
▶ 任 期 …10 月 1 日 ～ 令 和 6
（2024）年 9月 30日
※年 3回程度の会議を行います。
▶応募資格…市内在住で 20歳以
上の方
▶募集人数…1 人
▶報酬…1 回の出席につき 6,400
円（他に費用弁償制度あり）
※公務員の場合、報酬が支給され
ない場合があります。
▶申し込み…7 月 27 日㈬（必着）
までに、直接または郵送・Eメー
ル（住所・氏名・生年月日・性
別・電話番号・職業・400 字程
度にまとめた応募動機や博物館の
運営などについて日頃感じている
ことを記入、様式自由）で、博物
館（〒 945-0841 緑町 8-35）へ。
▶注意…同一人が市の委員となれ
るのは 3機関までです。
問博物館
　℡ 22-0567　℻ 22-0568
k-museum@city.kashiwa
　　zaki.lg.jp
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景観審議会の委員を募集

▶内容…市の良好な景観形成に必
要なことを調査・審議します。
▶ 任 期 …9 月 1 日 ～ 令 和 ６
（2024）年 8月 31日
※年 1 回程度、月～金曜の昼に
会議を行います。
▶応募資格…市内在住で 20歳以
上の方
▶募集人数…2 人
▶選考…書類選考
▶報酬…1 回の出席につき 6,400 円
▶申し込み…7 月 29 日㈮（必着）
までに、直接または郵送・Ｅメー
ル（住所・氏名・生年月日・性別・
電話番号・職業・400 字程度に
まとめた応募動機や景観について
日頃感じていることなどを記入、
様式自由）で、市役所４階都市計
画課へ。
※同一人が市の委員となれるのは
3機関までです。
問都市計画課
　℡ 21-2298　℻ 23-5116
toshikeikaku@city.kashiw
　　azaki.lg.jp

職業訓練の受講生を募集
IT 養成科
▶内容…IT 分野全般の基礎知識や
実務に必要なパソコン操作スキル、
ビジネスマナーなどを習得します。
▶とき…10 月 20 日㈭～令和 5
（2023）年 1月 19 日㈭ 9：00 ～
15：40（土・日曜、祝日、年末
年始を除く）
▶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１万
6,920 円自己負担）
▶申し込み…8 月 8日㈪～ 9月 27
日㈫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

防衛省自衛隊の航空学生・
一般曹候補生・自衛官候補生
を募集

▶申込期限
①航空学生＝ 9月 8日㈭
②一般曹候補生＝ 9月 5日㈪
③自衛官候補生＝随時受け付け
▶試験日・受験資格…募集要項ま
たは、自衛隊新潟地方協力本部
ホームページをご覧ください。募
集要項は、自衛隊柏崎地域事務所
にあります。　　　 　
問自衛隊柏崎地域
　事務所
　℡・℻ 24-3000

美術展覧会（市展）に出品し
ませんか
▶内容…市展（10月 1日㈯～ 10
日㈪㈷）に出品する作品を募集し
ます。
▶応募資格…市内・刈羽村に在住・
在勤・在学している中学生以上の
方
▶募集部門…日本画、洋画（版画
を含む）、彫刻・工芸（切り絵、
ちぎり絵、布作品を含む）、書道
（篆
てんこく
刻・刻字を含む）、写真

▶出品点数（1部門）…1 人 2点
以内
▶出品料（1部門）
●一般＝ 1 作品 1,500 円、2 作
品 2千円
●中学生・高校生＝ 2 作品以内
800 円
▶作品の受け付け…９月 22日㈭
10：00 ～ 16：00、 ９ 月 23 日
㈮㈷ 10：00～正午に、作品を持っ
て直接、ソフィアセンターへ。
▶表彰・副賞
●市展賞＝賞状、副賞 3万円
●新潟日報美術振興賞＝賞状、
賞
しょうはい
牌

●柏崎日報美術振興賞＝賞状、賞
牌
●奨励賞＝賞状、副賞 1万円
▶注意…作品は未発表の創作作品
に限ります。詳細は、募集要項を
ご覧ください。募集要項は、市民
プラザ（文化・生涯学習課）、市

役所、ソフィアセンター、各コミ
セン、写真店、表具店などにあり
ます。

問文化・生涯学習課
　℡ 20-7500　℻ 22-2637

市民文化誌「風のいろ」の
文芸作品を募集
▶内容…次世代に語り継ぐべき、
柏崎刈羽の文化を伝える市民文化
誌の作品を募集します。
▶応募資格…市内・刈羽村に在住・
在勤・在学している方、市内・刈
羽村出身またはゆかりのある方
▶部門…①随想の部　②詩の部　
③短歌の部　④俳句の部　
▶募集期限…9 月 30 日㈮（必着）
※詳細は「風のいろ」編集部にお
問い合わせください。電話は、水・
金曜の13：00～16：00受け付け。

問柏崎文化協会事務局「風のいろ」
　編集部
　℡・℻ 32-2190
k-bunka@kisnet.or.jp
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「ロビーコンサート in アル
フォーレ」の出演者を募集

▶内容…テーマ「秋」にちなんだ
曲を演奏する出演者を募集します。
▶とき…10 月 9日㈰ 14：00～
▶ところ…文化会館アルフォーレ
▶対象…ジャンルを問わず、音楽
活動を行っている団体・個人
▶定員…２組（抽選）
▶申し込み…7月 15日㈮までに、
申込書を直接または郵送・ファ
クスで、文化会館アルフォーレ
（〒 945-0054 日石町４-32）へ。
※申込書は文化会館アルフォーレ
にあります。
問文化会館アルフォーレ
　℡ 21-0010　℻ 21-0011

柏刈SDGs　フォトアクショ
ン作品募集（2次受け付け）
▶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。

▶ 2次受付期限…9 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

柏崎マラソンの参加者を募集

▶とき…10 月 30 日㈰
▶対象…県内在住の高校生以上
▶種目…ハーフマラソン、10㎞、3㎞
▶定員
●ハーフマラソン＝ 700 人
● 10㎞＝ 300 人
● 3㎞＝ 100 人
▶参加料
●ハーフマラソン＝ 5,500 円
● 10㎞＝ 4千円
● 3㎞＝ 3千円
▶申し込み…9 月 5 日㈪までに、
RUNNET ホームページからお申
し込みください。

柏崎マラソン
HP

RUNNET
HP

問柏崎マラソン実行委員会事務局
　℡ 41-5001　℻ 41-5002

▶第 1次試験日…9 月 18 日㈰
　※一般行政事務【社会人経験者】は、別に指定する日程で実施します。
▶試験案内…市ホームページをご覧ください。
▶申し込み…7 月 6日㈬ 8：30～ 8月 19日㈮ 17：00に、電子申請で
お申し込みください。

試験案内 電子申請 採用PR動画

募集職種

一般行政事務【高校卒業程度】

一般行政事務【社会人経験者】

一般行政技師【高校卒業程度】

消防士【高校卒業程度】

調理員（任期付）

若干名

若干名

若干名

若干名

5人程度

受験対象年齢（以下の期間に生まれた方）・資格

平成15（2003）年4月2日～平成17（2005）年4月1日
に生まれた方

昭和58（1983）年4月2日～平成10（1998）年4月1日
に生まれた方

平成15（2003）年4月2日～平成17（2005）年4月1日
に生まれた方

平成14（2002）年4月2日～平成17（2005）年4月1日
に生まれた方

昭和40（1965）年4月2日以降に生まれた方で、調理師
免許または栄養士免許を有する方

採用予定
人数

問人事課
　℡43-9143　℻22-5904

柏崎市の未来を共につくりましょう！柏崎市の未来を共につくりましょう！

令和 5（2023）年 4 月 1 日採用令和 5（2023）年 4 月 1 日採用 市職員募集市職員募集
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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

◆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

親子であ・そ・ぼ！
「ペープサート（紙人形劇）」
▶内容…歌や手遊びもある楽しい
紙人形劇です。
▶講師…おはなしサークルありす
▶とき…8月3日㈬10：30～11：30

▶ところ…元気館
▶対象…3歳以下（未就園）のお
子さんと保護者1人
▶定員…20組程度（予約制）
▶申し込み…7月20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。

問保育課
　℡47-7785　℻ 20-4201
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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…23 日㈫ 9：15～ 9：30受け付け、9：30開始
▶対象誕生月…令和 2（2020）年 7月
▶定員…15 組 ▶持ち物…母子健康手帳、バスタオル
▶申込期間…7 月 25 日㈪～ 8月 18日㈭

令和 4（2022）年 4月
令和 3（2021）年 10月
令和 3（2021）年 1月
令和 2（2020）年 12月
令和元（2019）年5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）

9㈫
4㈭
2㈫
3㈬
10㈬

25㈭
18㈭
23 ㈫
17 ㈬
24 ㈬

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
▶とき…16 日㈫ 13：15～ 13：30 受け付け、13：30開始
▶対象…妊娠 7～ 9カ月の妊婦と夫
▶定員…15 組
▶持ち物…母子健康手帳
▶申込期間…7 月 19 日㈫～ 8月 10日㈬

２カ月児
５カ月児
12カ月児

対象
令和 4（2022）年 6月
令和 4（2022）年 3月
令和 3（2021）年 8月

対象誕生月 日
19 ㈮
12 ㈮
4㈭

7/19 ㈫～8/16 ㈫
7/12 ㈫～8/8 ㈪
7/4 ㈪～8/1 ㈪

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
●健診・セミナーの日程や予約開始日
が届きます
●予防接種を公費助成（無料）で受け
られる期限が近づくとお知らせが
届くので、受け忘れを防げます

▲友だち追加
@kashiwazakicity

8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！


