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借金返済・契約トラブルを相
談できます

▶内容…弁護士や司法書士などの
債務整理の専門家と、市の消費生
活相談員に相談できます。また、
臨床心理士に心の健康も相談でき
ます。
▶とき…12 月 4 日㈰ 10：00 ～
16：00
▶ところ…市役所１階消費生活セ
ンター
▶定員…５人（先着）
▶申し込み…12 月１日㈭までに
電話で消費生活センターへ。
問消費生活センター
　℡ 43-9139　℻ 23-5355

沖縄戦で亡くなられた方の氏
名を刻銘します
▶内容…沖縄県糸満市の平和祈念
公園にある記念碑「平和の礎」に
は、沖縄戦で亡くなられた方の氏
名が刻まれています。まだ刻銘さ
れていない方は、追加刻銘ができ
ます。
▶対象…昭和 19（1944）年 3月
22 日～昭和 21（1946）年 9 月
7日に、沖縄県区域および南西諸
島周辺において、沖縄戦が原因で
亡くなられた方
問新潟県福祉保健総務課
　℡ 025-280-5180
　℻ 025-280-5742

戦没者の遺骨をDNA鑑定で
きます
▶内容…対象地域で収容された戦
没者の遺骨をDNA鑑定します。
親族関係にあると判明した場合、
遺骨が返還されます。
▶対象地域…硫黄島、インド、イ
ンドネシア、沖縄、樺太、旧ソ連、
タイ、中部太平洋地域、東部ニュー
ギニア、ノモンハン、ビスマーク・
ソロモン諸島、フィリピン、ミャ
ンマー、モンゴル
▶申し込み…電話で厚生労働省
へ。
問厚生労働省事業課
　℡ 03-3595-2219

1 人でも雇ったら労働保険（労
災・雇用保険）に必ず加入を

▶対象…労働者（パート・アルバ
イトなどを含む）を１人以上雇っ
ている事業主
▶加入手続き…直接、長岡労働基
準監督署またはハローワーク柏崎
へ。
問長岡労働基準監督署
　℡ 0258-33-8711
　℻ 0258-33-8713
問ハローワーク柏崎
　℡ 23-2140　℻ 22-9932

土地や建物の所有権移転・取
り壊しをしたときは手続きが
必要です
▶対象…所有する土地や建物を令
和 4（2022）年中に所有権移転（売
買・贈与・相続など）した方、建
物の一部または全部の取り壊しを
した方
▶手続き期限…12 月 28 日㈬
▶手続き先
●対象の土地や建物が登記済みの
場合＝新潟地方法務局柏崎支局
●対象の建物が未登記の場合＝市
役所 2階税務課
※課税対象の土地・建物は、4月
に発送した納税通知書に同封の課
税明細書で確認できます。
問新潟地方法務局柏崎支局
　℡ 23-5226
問税務課
　℡ 21-2256　℻ 22-5903

令和 5（2023）・6（2024）年度
建設工事の入札参加資格審査
申請を受け付けます
▶受付期間
●市内に本店がある建設事業者＝
12月 1日㈭～ 28日㈬
●その他の建設事業者＝令和 5
（2023）年 1月４日㈬～ 31日㈫
※土・日曜、祝日を除く。
※申請方法などの詳細は、市ホー
ムページに掲載しています。
問契約検査課　　
　℡ 21-2313
　℻ 23-5116

公営住宅の入居者を募集
（12月）
▶申込受付期間
● 12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…令和 5（2023）年１
月４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

アルフォーレバックステージ
ツアー
▶内容…普段は見ることができな
い舞台裏を見学できます。マイク・
照明の操作や、出演者と同じ目線
で舞台に立つ体験もできます。
▶とき…12 月 28 日㈬
① 11：00～ ② 14：00 ～
（各回１時間程度）
▶ところ…文化会館アルフォーレ
▶対象…小学生以上
▶定員…各回 10人（先着）
▶申し込み…11 月 12 日㈯以降、
直接または電話で文化会館アル
フォーレへ。

問文化会館アルフォーレ
　℡ 21-0010　℻ 21-0011
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職業訓練の受講生を募集
事務養成科
【エクセル実践コース】

▶内容…エクセル、業務自動化
（RPA基本操作）、ビジネスマナー
を学びます。
▶とき…令和 5（2023）年 2 月
21 日㈫～ 5 月 19 日㈮ 9：00 ～
15：30（土・日曜、祝日を除く）
▶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 1
万 8,748 円自己負担）
▶申し込み…12 月 2 日㈮～令和
5（2023）年 1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

赤い羽根共同募金配分金によ
る助成事業を公募
▶対象…令和 5（2023）年 4 月
1 日㈯～令和 6（2024）年 3 月
31日㈰に各団体が行う次の事業
①地域福祉推進事業（上限5万円）
福祉活動を行うボランティア団
体、NPO法人などが行う事業
（例：研修会、交流会など）
②小地域福祉活動支援事業（上限
5万円）
町内会が実施する地域福祉の推進
を目的とした事業（忘新年会など
慣例的に実施している事業を除く）
③備品整備事業（上限 10万円）
町内会や福祉団体などが福祉活動の
ために必要な備品を整備する事業
（例：エアコンなど町内会館備え
付けの備品、福祉機器など）
▶申し込み…令和 5（2023）年 1
月 31 日㈫までに、必要書類と申
請書類を社会福祉協議会総務課へ。
※申し込みの際は、必ず社会福祉
協議会ホームページに掲載してい
る要綱をご確認ください。申請に

関する書類を郵送することも可能
です。
▶助成の可否…共同募金委員会助
成審査会の審査で決定
問社会福祉協議会総務課
　℡ 22-1411　　　　　
　℻ 22-1441
ks-14@syakyou.jp

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
フィギュアスケート体験会
①11～2月の毎週月曜19：00～
19：45②アクアパーク④初回無
料。貸靴1回300円⑤初心者でも
大丈夫！　まずは体験会に参加し
てみませんか？（新規クラブ員
募集）⑥申し込み：Eメール（氏
名・参加日（第2希望まで）、ス
ケート経験の有無、貸靴のサイズ
を記入）で、新潟フィギュアクラ
ブ柏崎（事務局：柳澤実

み お
麻niig

atafckz@yahoo.co.jp）へ。

柏崎DEVILS　ジュニア・ア
イスホッケークラブ
①11月アクアパークアイスリン
クオープン～2月クローズの毎週
土曜18：30～19：30②アクア
パーク③幼児～小学生⑤体験・見
学（防具、スケート靴など一式
貸し出します。事前連絡でサイ
ズ用意可）⑥藤本岳

たけひろ
紘（℡090-

4159-6205）kashiwazakide
vils@gmail.com

よさこい鳴子踊り 祭や倶楽部
①毎週土曜19：30～21：00②
ワークプラザ柏崎④月会費2千円
⑤よさこい鳴子踊り。イベントや
お祭りで一緒に楽しく踊りませ
んか？ 見学や体験なども大歓迎
です⑥廣田昌弘（℡090-5750-
9674）

◆イベント
さつき盆栽秋季展
①11月19日㈯～20日㈰9：00～
16：00②エネルギーホール（駅
前）⑤さつき盆栽展示・秋の手入
れ（ミニ盆栽などの手入れ）⑥柏
崎サツキ会事務局：小熊利栄子
（℡070-4429-5941）

楽しく歌って
カッコ良くハモろう
①12月1日㈭・8日㈭・15日㈭
19：15～21：00②福祉センター
（豊町3-59）④楽譜代100円⑤
マスク着用。ジャンルを問わずハ
モって歌います。上手に歌うコツ
もアドバイス。講師：板谷圭

たまみ
美さ

ん（ボイストレーナー）⑥ザ ボ
イス・ハーモニー連絡係：長谷川
伸子（℡090-5803-9464）

青少年健全育成大集会
①11月19日㈯13：30～16：00
②産業文化会館（定員250人）⑤
スマホやゲームに関するトラブ
ル、持たせた親の責任？⑥青少年
健全育成市民会議（℡41-6344）

◆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、会員募集（体
験・教室を含む）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


