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「法の日」司法書士無料相談週間

▶内容…登記・相続・遺言・多重
債務などの困り事について、司法
書士からアドバイスを受けられま
す。
▶とき…10 月３日㈪～９日㈰
▶ところ…県内の司法書士事務所
▶申し込み…直接、各司法書士事
務所にお申し込みください。
問新潟県司法書士会
　℡ 025-244-5121
　℻ 025-244-5122

コミュニティ助成（宝くじ）
事業を行いました
▶内容…（一財）自治総合センター
は、宝くじの社会貢献広報事業で
地域コミュニティ活動を助成して
います。今年度の助成事業は次の
通りです。
▶備品整備
●安田町町内会＝カラーコピー複
合機、空間除菌脱臭機
●鹿島町内会＝エアコン、LED
照明
●柏木町町内会＝除雪機、発電機、
エアコンなど
●半田町内会＝ノート型パソコ
ン、プリンター、芝刈り機など
▶令和 5（2023）年度の募集…
希望する団体は、9月 12 日㈪ま
でに、直接または電話で、市役所
3階市民活動支援課へ。
問市民活動支援課
　℡ 21-2272　℻ 22-5904

日本商工会議所の検定試験
◆珠算段位・1～ 10級
▶試験日…① 10 月 23 日㈰、②
令和 5（2023）年 2月 12日㈰
▶申込期間…① 9月 5日㈪～ 21
日㈬、② 12 月 19 日㈪～令和 5
（2023）年 1月 11日㈬
◆簿記 1～ 3級
▶試験日…① 11 月 20 日㈰、②
令和 5（2023）年 2月 26日㈰
▶申込期間…① 10 月 4 日㈫～
21 日㈮、②令和５（2023）年 1
月 10日㈫～ 27日㈮
※会場の都合により、申込期限前

に締め切る場合があります。
※簿記検定試験（2・3 級）は、
市外の会場でネット試験方式でも
実施しています。
※受験料など詳細は、柏崎商工会
議所ホームページをご覧くださ
い。
問柏崎商工会議所　
　℡ 22-3161
　℻ 22-3570

浄化槽を正しく使いましょう
▶内容…浄化槽は、定期的に保守
点検・清掃・法定検査を行い、正
しく使用しましょう。
▶保守点検…県知事登録を受けた
点検事業者に依頼してください。
▶清掃…市の許可を受けた清掃事
業者に依頼してください。
▶法定検査…毎年（年１回）必ず
受けてください。県指定検査機関
が行います。
▶正しい使い方
●水と洗剤は適正量を使う
●トイレットペーパー以外のもの
を流さない
●浄化槽（ブロワ）の電源は切ら
ない
●油や野菜くずを流さない
▶お願い…単独浄化槽使用者は、
生活雑排水も併せて処理できる、
合併処理浄化槽への転換に努める
ようお願いします。
問環境課
　℡ 23-5170　℻ 24-4196

野焼きは禁止です
▶内容…煙や悪臭が周囲の迷惑に
なるだけでなく、目や喉の痛みやア
レルギーなどの健康被害の原因に
なります。また、法律違反になる場
合があります。快適な暮らしのため
野焼きは絶対にやめましょう。
▶注意事項
●焼却炉は法律で定める基準を満
たしていなければなりません
●ドラム缶での焼却も野焼きにな
ります
●せんていした庭木や庭の草、落
ち葉は「せんてい枝・庭の草」の
収集日に資源物として出してくだ

さい
▶野焼きを見掛けたら…環境課ま
たは消防署（℡ 24-1500）へ通
報してください。
問環境課
　℡ 23-5170　℻ 24-4196

市の所有する自動車を売却し
ます
▶対象車両（1台）…普通乗用自
動車（トヨタ ハイエース・平成
17（2005）年式）
▶売却方法…制限付一般競争入札
※入札参加資格があります。車両
の詳細・条件は事前説明会や市
ホームページでご確認ください。
♦事前説明会
▶とき…9 月 20 日㈫ 10：00～
▶ところ…高柳町事務所
♦入札・開札
▶とき…9 月 30 日㈮ 10：00 ～
（9：30～受け付け）
▶ところ…高柳町事務所
▶申し込み…9 月 28 日㈬ 17：
00 までに、市有車両購入希望者
登録票 2部、申立書 1部を直接、
高柳町事務所へ。
※必要書類は高柳町事務所にある
他、市ホームページからダウン
ロード可。

問高柳町事務所
　℡ 41-2233　℻ 41-2235
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公営住宅の入居者を募集
（10～ 11月）

▶申込受付期間
● 10月募集＝９月 29日㈭～ 10
月 4日㈫
● 11 月募集＝ 10 月 28 日㈮～
11月 2日㈬
※月～金曜の 8：30 ～ 17：00
受け付け（土・日曜、祝日を除く）
▶入居日
● 10月募集＝ 11月１日㈫
● 11月募集＝ 12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

市墓園使用者を募集します
▶墓地区画…柏崎市墓園（掘
3478 内第 1区、第 7区、第 8区
▶貸付数…10 区画
※区画の指定はできません。
▶規格…6㎡和式
※建てられる墓の規格が決まって
います。詳細は、環境課へお問い
合わせください。
▶永代使用料…27 万円
▶管理手数料…1 年につき 2,700
円
※ 5 年分を前納していただきま

す。使用許可が出た月からお支払
いください。
▶応募条件…次の全てに当てはま
る方
●市内に住所（住民票）がある
●市税などの滞納がない
●将来的に墓を承継できる親族が
いる
▶申し込み…9月 30日㈮までに、
申込書を直接または郵送で、環境
課（〒 945-0011 松 波 4-13-13
クリーンセンター内）へ。
※結果は10月中旬頃に郵送します。
※申込書は、環境課にある他、市
ホームページからダウンロード可。
問環境課
　℡ 23-5170　℻ 24-4196

入札を希望する方は、事前説明会に参加してください。必要書類は事前説明会で配布します。事前説明
会に参加できない方は、説明会当日までに各問い合わせ先へ連絡してください。

市・土地開発公社・上下水道局の所有地を売却します

◆物件（全て宅地）

①市＝9：30～
②土地開発公社＝10：30～
③上下水道局＝11：30～
▶ところ…市役所 4階 4ｰ3 会議室

◆事前説明会 9月 28 日㈬
①市＝9：30～
②土地開発公社＝10：30～
③上下水道局＝11：30～
▶ところ…市役所 4階 4ｰ3・4ｰ4 会議室

◆入札・開札 10 月 5日㈬

①市 ②土地開発公社

上田尻字御山 3960ｰ46

新田畑字腰前 2ｰ2

新田畑字腰前 3ｰ2

新花町 2066ｰ188

西山町石地字弾気山 223ｰ8

東長浜町 266-2・432-9

所在地 売却面積（㎡）

338.69

264.99

253.10

220.75

485.74

373.67

問財政管理課
℡21-2328 ℻22-5903

所在地 売却面積（㎡）

南半田 51ｰ94 10,153.41

問土地開発公社
℡23-5281　℻22-5903

③上下水道局

問経営企画課
℡22-4111　℻22-9350

所在地 売却面積（㎡）
西山町西山
212-2・290-1・292-5・293-8 1,755.81

物件の詳細は、各ホームページをご覧ください。
①～③の管轄する物件ごとで、問い合わせ先が異なります。ご注意ください。
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柏崎・社長のたまご塾

▶内容…創業の基礎知識を学び、創
業計画の作成指導を受けられます。
※卒塾生の内、希望者を対象とし
た個別授業を予定しています。
▶講師…小

こやなぎ
柳弘

こうたろう
太郎さん

（F
ファスロック
usLoc ㈱代表取締役）

※ 12月 7日㈬・14日㈬は新
しんやまだ
山田

仁
ひとし
さん（新企画代表）と 2 人体

制
▶とき…10 月 12 日㈬・26日㈬、
11月9日㈬・30日㈬、12月7日㈬・
14日㈬の 19：00～ 21：00
※ 10 月 12 日㈬は 18：30 から。
12月 14日㈬は 21：30まで。
▶ところ…産業文化会館
▶定員…16 人（先着）
▶受講料…3 千円（資料代）
▶申し込み…9月 30日㈮までに、
申込書を直接またはファクスで、
柏崎信用金庫本部へ。
※申込書は柏崎信用金庫の各支
店、市役所 3 階商業観光課にあ
る他、柏崎信用金庫ホームページ
からダウンロード可。
問柏崎信用金庫本部
　℡ 24-3321
　℻ 22-7747

職業訓練の受講生を募集
事務基本科２期

▶内容…ワード・エクセルの使い
方、ビジネスマナーなどを習得し
ます。
▶とき…12 月 20 日㈫～令和 5
（2023） 年 3 月 17 日 ㈮ 9：00
～ 15：40（予定）
※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 2万
5,440 円自己負担）
▶申し込み…10 月 6 日㈭～ 11
月25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

市民のための柏崎文化祭
参加団体を募集

▶内容…文化活動や練習成果を発
表したい方を募集します。柏崎文
化協会に加盟していない団体も参
加できます。
▶ところ…文化会館アルフォーレ
▶申し込み…９月21日㈬までに、
電話で柏崎文化協会へ。
※文化協会に加盟していない団体
は、参加料６千円を直接、柏崎文
化協会（喬柏会館内）へ。
※水・金曜の 13：00 ～ 16：00
受け付け。
◆展示部門
▶とき…令和５（2023）年２月
17日㈮～ 19日㈰
▶対象…絵画・書道・工芸・写真・
俳句・生け花・キルトなど
◆舞台部門
▶とき…令和５（2023）年２月
18日㈯～ 19日㈰
▶対象…楽器演奏・合唱・朗読・
民謡・舞踊・演劇など
▶出演人数…５人以上
問柏崎文化協会
　℡・℻ 32-2190
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ファミリー・サポート・センター　　　　　 提供会員を募集
問ファミリー・サポート・センター（元気館子育て支援課内） ℡21-1310　 ℻20-4201

子育てのお手伝いをしてくだ
さる提供会員を募集します。

どんなことをするの？
保護者の就職活動やリフレッ
シュ、上の子の学校行事の時
などにお子さんを預かります。

◆研修会（資格は問いませんが、研
修を受けていただく必要があります）

▶内容
①「子どもの身体と事故の予防」
―お子さんを安全にお預かりする
ために
②ファミリー・サポート・センター
の事業説明
▶講師…鈴木俊明さん（（独）国
立病院機構新潟病院 診療部長 小
児科医長）
▶とき…10 月 24 日㈪
14：00 ～ 15：30
▶ところ…元気館

▶申し込み…10 月 14 日㈮ まで
に、電話・ファクス（住所・氏名・
電話番号を記入）で、ファミリー・
サポート・センターへ。
※当日に会員登録をされる方は、
顔写真を２枚ご用意ください。

ファミリー・サポート・センター
って何？
子育てのお手伝いをしてほしい方

（依頼会員：生後 57 日～小学 6 年
生の保護者）と、お手伝いをして
くださる方（提供会員）
をつなぐ、子育て応援
ネットワークです。

新規
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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

◆会員募集
ラウンドダンス
①毎週木曜13：30～15：00②市
民プラザ③年齢問わず④月千円⑤
軽快なリズムに合わせて楽しく
ステップを！ フォークダンスの
グループです⑥牧岡和子（℡23-
6638）

◆イベント
マイカー点検教室
①10月1日㈯13：30～16：30②
交通センター③車の免許をお持ち
の方（先着・初めての方優先）⑤
日常点検やトラブルの対処法など
⑥お近くの自動車整備工場または
自動車整備柏崎地域協議会事務局
（サンワーズ㈱）℡23-1300

正しく楽しいウオーキングを
一緒にやってみましょう
①10月1日㈯10：00～正午（9：30
～受け付け）②夕陽のドーム③市
内・刈羽村在住者・会員⑤正しい
ウオーキング＆ポールウオーキ
ング⑥柏崎ウオーキング協会事務
局：北野屋スポーツ（℡23-2345）

◆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

▶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…18 日㈫ 9：15～ 9：30受け付け、9：30開始
▶対象誕生月…令和 2（2020）年 8月
▶定員…15 組 ▶持ち物…母子健康手帳、バスタオル
▶申込期間…9 月 20 日㈫～ 10月 13日㈭

令和 4（2022）年 6月
令和 3（2021）年 12月
令和 3（2021）年 3月
令和 3（2021）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

12㈬
6㈭
4㈫
5㈬

27㈭
20㈭
25㈫
19 ㈬

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…11 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…9 月 20 日㈫～ 10月 6日㈭

２カ月児
５カ月児
12カ月児

対象
令和 4（2022）年 8月
令和 4（2022）年 5月
令和 3（2021）年 10月

対象誕生月 日
21 ㈮
14 ㈮
13 ㈭

9/21 ㈬～10/18 ㈫
9/14 ㈬～10/11 ㈫
9/13 ㈫～10/7 ㈮

申込期間対象

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。

令和元（2019）年7月3歳児（内科・歯科） 13㈭ 26㈬
健診 日

前半 後半対象誕生月

人数調整のため、生まれた日が 21日までのお子
さんは前半に、22日以降のお子さんは後半の受
診にご協力ください。

10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

▶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（要予約）

すくすく広場（要予約）

２歳児子育てと歯科相談（要予約：電話のみ）

出産前のパパママセミナーとすくすく広場
は、電話予約の他、インターネット予約も
できるようになりました。


