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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。

施設の指定管理者を募集
▶内容…令和 5（2023）年 4 月
1日に指定管理者を更新する 5施
設それぞれの管理運営を行う指定
管理者を募集します。
▶募集する施設
①かしわざき市民活動センター
「まちから」
②柏崎・夢の森公園
③大崎温泉雪割草の湯
④西山自然体験交流施設「ゆうぎ」
⑤西山ふるさと公苑
▶応募方法…応募資格や業務内
容・応募方法、説明会日時などは、
各施設で異なります。
※募集要項は各施設の市役所所管
課にもあります。

①まちから

③雪割草の湯

⑤ふるさと公苑④ゆうぎ

②夢の森

※詳細は、
市ホームペー
ジをご覧くだ
さい。

問①市民活動支援課
　℡ 43-9127　℻ 22-5904
shien@city.kashiwazaki.
　　lg.jp
問②都市計画課
　℡ 21-2298　℻ 23-5116
toshikeikaku@city.kashiwa
　　zaki.lg.jp
問③～⑤商業観光課
　℡ 21-2334　℻ 22-5904
shogyo@city.kashiwazaki.
　　lg.jp

ふるさと納税の返礼品提供事
業者を募集

▶申し込み…応縁事業者申込書と
返礼品提案書を、直接または郵送・
Eメールで、市役所 1 階元気発
信課へ。オンラインフォームでも
申請可。
※募集要項・必要書類は元気発信
課にある他、市ホームページから
ダウンロード可。
問元気発信課　　
　℡ 21-2311
　℻ 23-5112
hasshin@city.kashiwazaki.
　　lg.jp

防衛省自衛隊の各種学生など
を募集
▶募集項目
①防衛大学校学生（推薦・総合選抜）
②防衛大学校学生（一般）
③防衛医科大学校医学科学生
④防衛医科大学校看護学科学生
⑤一般曹候補生
⑥自衛官候補生
▶受付期間
①９月５日㈪～９日㈮
② 10月 26日㈬まで
③ 10月 12日㈬まで
④ 10月５日㈬まで
⑤ 9月５日㈪まで
⑥随時受け付け
▶試験日・受験資格…申し込み募
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

マナビィステージ参加団体を
募集
▶内容…踊りや音楽などの生涯学
習活動のステージ発表や、アート
作品・手工芸品などの作品展示発
表を行う団体を募集します。
▶とき…11 月 12 日㈯～ 13日㈰
●作品展示発表＝ 10：00～ 17：00
●ステージ発表＝ 13：00～ 16：30

※時間は参加団体数によって変更
あり。
▶ところ…市民プラザ
▶対象…市内を拠点に活動する団体
▶参加料…1 団体 3,500 円
※出演者の半数以上が未成年者の
団体と、作品展示発表会のみ参加
する団体の参加は無料。
▶協力金…1 人 100 円（上限 3
千円、未成年者は不要）
▶申し込み…9 月 9 日㈮までに、
申込書を直接または郵送・ファク
スで、マナビィステージ実行委員
会事務局（〒 945-0051 東本町
1-3-24 市民プラザ内）へ。
※申込書は市民プラザ、各コミセ
ンにある他、市ホームページから
ダウンロード可。
問文化・生涯学習課
　℡ 20-7500　℻ 22-2637

アルフォーレピアノリレーコ
ンサート参加者を募集
▶内容…大ホールで日頃の練習の成
果を発表する出演者を募集します。
▶演奏形態…ピアノ（スタイン
ウェイ）を使用した演奏（独奏、
他の楽器とのアンサンブル、歌の
伴奏など）
※連弾不可。マイクなど音源が必
要な機器は不可。
▶演奏時間…10 分以内（入退場
含む）
▶とき…12 月 11 日㈰
▶ところ…文化会館アルフォーレ 
▶対象…小学生以上
▶定員…30 組（抽選）
▶参加料…１～５人＝２千円、６
～ 10 人＝３千円、11 人以上＝
４千円（大学生以下は、３人まで
１人 500 円、4人以上＝２千円）
▶申し込み…９月 25 日㈰まで
に、申込用紙を直接または郵送で、
文化会館アルフォーレ（〒 945-
0054 日石町 4-32）へ。
※申込用紙は、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
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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。

シニア作品展・じまん展の作
品を募集

▶内容…自慢のコレクションや珍
品・骨董品、創作作品（日本画・
洋画・書・写真・陶芸・彫刻・工
芸品・手芸品・短歌・俳句など）、
思い出の品などを募集します。
▶とき…10 月 29 日㈯～ 30日㈰
※搬入は 10 月 28 日㈮正午～
14：00、搬出は 10 月 30 日㈰
15：00～ 16：00
▶ところ…ソフィアセンター
▶対象…60 歳以上の方
▶出品数…１人２点以内
▶申し込み…10 月 7日㈮（必着）
までに、はがき（住所・氏名・年
齢・電話番号・作品名・大きさを
記入）で、老人クラブ連合会事務
局（〒 945-0045 豊町 3-59）へ。
問老人クラブ連合会事務局（総合
　福祉センター内）
　℡ 22-1411　℻ 22-1441

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

◆イベント

歌声で楽しく歌って健康に！！
①9月1日㈭・8日㈭・22日㈭
13：30～15：00②市民プラザ⑤
唱歌や歌謡曲など、ジャンルを問
わずたくさんの曲を歌います。上
手に歌うコツもアドバイス（歌詞
カード使用、楽譜が読めなくて
もOK、マスク着用）講師：板谷
圭
たまみ
美さん（ボイストレーナー）⑥
申し込み：歌声ボイス（担当：長
谷川伸子　℡090-5803-9464）

市民茶会
①10月2日㈰9：40～16：00②
●産業文化会館＝二席（江戸千
家越後支部 宗徧流）、体験コー
ナー●木村茶道美術館＝一席④2
千円（茶席券を産業文化会館、木
村茶道美術館などで販売）⑤茶席

の他、体験コーナーでは自分で抹
茶を点てることができます⑥柏
崎茶道会事務局：月橋龍

りゅうこ
子（℡

080-5197-2839）

◆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
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9月の元気館
子育て講座・イベント

問保育課
　℡47-7785　℻20-4201

▶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！
「リトミック」

▶内容…リズムに合わせて体を動
かし、親子のスキンシップを楽し
みましょう。
▶講師…大信ひとみさん（リト
ミック講師）
▶とき…9 月 14 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…8 月 31 日㈬

子育てキラキラ講座
「幼児の食事と生活リズム」
▶内容…子どもの食事の量やバラ
ンス・困り事の解決方法が分かり
ます。
▶講師…市栄養士
▶とき…9 月 28 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
※保護者のみの参加も可。
▶予約開始日…9 月 14 日㈬

すくすくネット
かしわざき▶

おおのぶ


