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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。

新潟県の雪情報
▶内容…県内の降雪量予測などを
専用サイトで確認できます。除雪
作業や通勤・通学する時などにご
活用ください。
▶提供情報…降雪量予測、天気、
降雪量、積雪深、過去の降積雪統
計データなど
▶とき
●降雪予報＝ 12 月 1 日㈭～令和
5（2023）年 2 月 28 日㈫
●降雪量＝ 12 月 1 日㈭～令和 5

（2023）年 3 月 31 日㈮
※ 1 日 2 回更新（10：00、16：00）

�新潟県地域政策課
　℡ 025-280-5088
　 025-280-5227

スポーツ推進委員を募集
▶内容…地域の生涯スポーツ振興
●スポーツイベントの企画・運営
●市主催スポーツイベントへの協力
●小・中学校などへニュースポー
ツ体験指導など
▶任用期間…令和 5（2023）４
月１日㈯～令和 7（2025）年３
月 31 日㈪
▶応募資格…市内に在住・在勤・
在学する 18 歳以上の方（令和５

（2023）年４月１日現在）
▶募集人数…3 人程度
▶選考…書類選考
※場合により面接あり。
▶報酬（予定）…年額 4 万 5 千
円（そのうち毎月会費を別途徴収）
▶申し込み…令和 5（2023）年
1 月 31 日㈫までに、直接または

郵送・E メール（住所・氏名・年齢・
生年月日・性別・電話番号・応募
動機を記入）で市役所 2 階スポー
ツ振興課へ。
▶選考通知…採用の可否は 2 月
28 日㈫までに郵送します。
※詳細は、市ホームページをご覧
ください。
▶注意…同一人が市の委員となれ
るのは 3 機関までです。

�スポーツ振興課
　℡ 20-7010　　　
　 23-0881
　sports@city.
　　kashiwazaki.lg.jp
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問環境課　℡23-5170　℻24-4196

エネルギー使用が増える冬、ご家庭でできる
省エネへの取り組みを紹介します。

購入前に申請が必要です。

購入する省エネ
エアコンを決める

補助金交付申請
書を提出する

購入前に！

交付決定通知を
受け取る

実績報告書を提出

補助金を受け取る

申請の流れ

省エネエアコンを
購入し、居住する
住宅に設置する

省エネエアコン普及促進事業補助金家庭で省エネ

不要な照明は
消す。

照明

節電効果

4約 %

無理のない範
囲で室内温度
を下げる。

▶対象…柏崎市に住民登録がある世帯主
（申請日時点）で、次の全てに当てはまる方。
●居住する住宅に設置してあるエアコン
を、省エネルギーエアコンに買い換える
●市税を滞納していない

▶対象のエアコン
省エネ基準達成率
100％以上の製品
（1世帯 1台）

▶補助額
機器本体価格（税抜き）の３分の１（千円
未満切り捨て、最大 8万円）
▶申し込み…令和 5（2023）年 2月 28 日㈫
17：15（必着）までにクリーンセンターへ。
※詳細は、市ホームページをご覧ください。

エアコン

節電効果

2約 %

省エネエアコンに買い換えると、 8最大 万円

対象製品▶市HP▶

冷蔵庫の冷やしすぎを避ける。
扉を開ける時間を減らす。
食品を詰め込みすぎない。

冷蔵庫

中

節電効果

1約 %

緑のラベルの
赤枠部分が目印！

国の節電プログラム実施中！
特典がもらえるキャンペーンを
電力会社が行っています。 詳細はこちら▲

新潟県の
雪情報
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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。

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、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、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。
�元気発信課　　　
　℡21-2311
　23-5112
　koho@city.kashiwazaki.lg.jp

令和 5（2023）年度の
児童クラブ入会を受け付けます
▶対象…市内に住所があり、同居
している保護者（69 歳以下の祖
父母含む）が就労などで留守にな
る小学生

▶使用料…登録期間の日割りによ
る使用料（月額 4,750 円、8 月
のみ月額 9,500 円）
※使用料の他に、保護者会で定め
られた保護者会費が必要です。
▶申し込み…令和 5（2023）年
1 月 13 日㈮までに、入会許可申
請書に必要書類を添えて、元気館
2 階子育て支援課または各児童ク
ラブへ。
※土・日曜、祝日、12 月 29 日
㈭～ 1 月 3 日㈫を除く。
※入会許可申請書や添付書類は、
子育て支援課と各児童クラブにあ
る他、市ホームページからダウン
ロード可。
※詳細は、市ホームページをご覧
ください。
�子育て支援課　
　℡ 47-7075
　 22-1077

▶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 日㈫ 9：15～ 9：30受け付け、9：30開始
▶対象誕生月…令和 2（2020）年 12月
▶定員…15 組　▶持ち物…母子健康手帳、バスタオル
▶申込期間…12 月 19 日㈪～ 1月 12日㈭

令和 4（2022）年 9月
令和 4（2022）年 3月
令和 3（2021）年 6月
令和 3（2021）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

17㈫
5㈭
10㈫
11㈬

26㈭
19 ㈭
24 ㈫
25 ㈬

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

▶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…13 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…11 月 14 日㈪～ 12月 8日㈭

２カ月児
５カ月児
12カ月児

対象
令和 4（2022）年 11月
令和 4（2022）年 8月
令和 4（2022）年 1月

対象誕生月 日
20 ㈮
13 ㈮
12 ㈭

12/20 ㈫～1/17 ㈫
12/13 ㈫～1/10 ㈫
12/12 ㈪～ 1/6 ㈮

申込期間対象

15 人
15 組

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 ㈯

12/19 ㈪～1/13 ㈮
12/14 ㈬～1/11 ㈬

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。

令和元（2019）年10月3歳児（内科・歯科） 12㈭ 18㈬
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 16日までのお子
さんは前半に、17日以降のお子さんは後半の受
診にご協力ください。

1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　▶電話予約受付…月～金曜
の 8：30～ 17：15（12 月29日㈭～ 1月３日㈫、祝日を除く）
※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
できます。


