
（4面へ続く）

障害基礎年金を受給している方へ
　20歳前に初診日のある障害基礎年金を受給している
方は所得制限があるため、毎年7月に所得情報を日本
年金機構へ提供しています。所得が確認できない場合
（市・県民税が未申告になっているとき）は、年金の支
給が一時停止になることがありますのでご注意くださ
い。また、併せて国民年金受給権者所得状況届の提出
も必要です。日本年金機構から6月下旬に送付されま
すので、市役所保険年金課へ提出してください。提出
期限は7月3日㈪～3１日㈪です。
問合 �保険年金課年金担当

環境
�
湘南�里浜みどりのプロジェクト観察会
岩海岸の海浜植物の観察

日時 �5月28日㈰１0時～
場所 �真鶴町岩海岸（真鶴町岩）
申込 �5月24日㈬までにNPO法人ゆいHPで
ほか �JR東海道線真鶴駅改札前集合
問合 �NPO法人ゆい☎090（39１4）0062荒井、景観みどり課

みどり担当
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定例自然観察会
虫に人気の草・木を探そう

日時 �5月28日㈰１0時～１2時
場所 �県立茅ケ崎里山公園
ほか �長袖・長ズボン・歩きやすい靴着用。県立茅ケ崎

里山公園パークセンター集合
問合 �柳谷の自然に学ぶ会☎（88）5586、県立茅ケ崎里山

公園☎（50）6058
美化キャンペーンクリーン茅ヶ崎
海岸清掃にご参加ください

日時 �6月3日㈯8時～１0時（小雨決行、荒天6月１0日㈯）
場所 �茅ヶ崎海岸全域（受付場所は小和田浜公園東側信

号下、菱沼海岸信号下、第一中学校入口信号下、
茅ヶ崎駅南口入口信号下、サザンビーチちがさき、
西浜中学校前信号下、柳島歩道橋下）

ほか �手袋などの清掃用具は持参。ごみ袋は配布。サザ
ンビーチちがさき会場のみ開会式・環境教室あり

問合 �環境保全課環境保全担当
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を愛する会会員による
清水谷定例観察会（6月）

日時 �6月4日㈰9時30分～
ほか �長袖・長ズボン・長靴着用。市民の森駐車場集合
問合 �清水谷を愛する会☎（82）6643佐々木

湘南�里浜みどりのプロジェクト�植栽会
ビロードテンツキを含む砂草の植栽

日時 �6月１0日㈯9時30分～
場所 �茅ヶ崎海岸ヘッドランド西側
申込 �6月7日㈬までにNPO法人ゆいHPで
問合 �NPO法人ゆい☎090（39１4）0062荒井、景観みどり課

みどり担当

�
相模川沿いに広がる河

か

畔
はん

林
りん

の
環境保全活動に参加しよう

日時 �6月１１日㈰9時30分～１１時30分
内容 �生物多様性のある河畔林とするための保全管理作

業（外来種の除去など）
ほか �長袖・長ズボン着用。軍手、鎌、水筒など持参。

相模川堤防上集合（温水プール西側）。駐車不可
問合 �相模川の河畔林を育てる会事務局☎（82）5587村中

第１2回あまみずプロジェクト
作ってみよう！雨水タンク

日時 �6月１7日㈯１0時～１2時
場所 �市役所本庁舎会議室2
内容 �ポリバケツを使った雨水貯留タンクを作る
定員 �１5人〈申込制（先着）。親子などでの参加も可〉
申込 �5月１5日㈪～3１日㈬に☎で
ほか �費用4000円（作ったタンクを設置した場合、材料

費の一部補助あり）
問合 �下水道河川建設課水環境担当

�茅ヶ崎市森林整備計画の変更
　森林法などの一部を改正する法律の成立を受けて、
鳥獣害の防止策を定めるべき森林に関する事項（鳥獣
害防止森林区域等）について追記し変更しました。な
お、市内では鳥獣害防止森林区域を設定すべき森林の
該当はありませんでした。詳細は市HPをご覧ください。
問合 �景観みどり課みどり担当

子育て・教育
�
第38回ちがさき宇宙教室～実験と体験か
ら学ぶ不思議な真空の世界

日時 �6月25日㈰１4時～１6時
場所 �㈱アルバック（萩園2500）
講師 �㈱アルバック職員
対象 �小学生以上の方１00人〈申込制（抽選）。小学生は保

護者同伴〉
申込 �6月2日㈮（必着）までにはがきに住所・氏名・年

齢・電話番号、送迎バス利用希望の有無を記入し、
〒253-8686茅ヶ崎市役所青少年課へ（持参または
市HPも可）

問合 �青少年課育成担当

�
ママと楽しむおはなし会
絵本とおはなし、わらべうた

日時 �6月7日㈬１0時45分～１１時30分
場所 �茅ヶ崎地区コミュニティセンター
対象 �2歳～未就学児と保護者１5組〈申込制（先着）〉
申込 �5月１7日㈬１4時～
問合 �茅ヶ崎地区コミュニティセンター☎（88）7522

�
夫婦でマタニティクッキング
初めてママ・パパになる方へ

日時 �6月１0日㈯１0時～１3時30分
場所 �男女共同参画推進センターいこりあ
内容 �妊娠期の食事と調理実習、簡単な離乳食の紹介
対象 �初妊婦と夫１2組〈申込制（先着）〉
申込 �6月8日㈭まで
ほか �費用１組700円
問合 �保健所健康増進課こども健康・予防接種担当☎
（38）333１
�第23回のびのび子育て応援講座
アロハ！親子でフラダンス

日時 �6月１0日㈯１0時30分～１2時
場所 �市役所分庁舎コミュニティホール
講師 �今井裕

ゆう

子
こ

さん（カロケ・メレメレ・フラスタジオ/
トカリガ主宰）

対象 �2歳～未就学児と保護者１60人〈申込制（先着）〉
申込 �6月8日㈭までに☎で

ほか �託児6か月～１歳１１か月１0人程度〈申込制（先着）〉
問合 �浜竹子育て支援センターのびのび☎（85）7900

乳幼児期の子育ち・子育て出前講座
日時 �6月24日㈯１0時～１2時
場所 �鶴が台保育園
内容 �講演「子どもが安心して子どもでいるために～見

守る大人ができること」
講師 �菅

すが

野
の

幸恵さん（青山学院女子短期大学准教授）
対象 �市内在住・在勤の方30人〈申込制（先着）〉
申込 �5月22日㈪～6月2１日㈬に☎で（氏名・電話番号、

託児の有無を記入し、 （88）１394も可）
ほか �託児未就学児１0人〈申込制（先着）。6月１5日㈭まで〉
問合 �教育センター研究研修担当☎（86）9965�

子育てが少し楽になる！少人数グループ
でしつけの練習「ほしつ☆メソッド」

日時 �6月24日、7月8日・22日いずれも土曜日１0時～１2
時（全3回）

場所 �小和田保育園
対象 �3歳以上の子の保護者8人〈申込制（先着）〉
申込 �5月１5日㈪～6月１6日㈮に☎で
ほか �個別に事前説明あり。託児6か月～未就学児5人
〈申込制（先着）〉

問合 �小和田保育園☎（82）857１

�
子ども会�遊び体験教室
地引き網、野外炊事、キャンプファイアなど

日時 �7月26日㈬～27日㈭
場所 �茅ヶ崎海岸、秦野市表丹沢野外活動センター（秦

野市菩提）
対象 �子ども会に入会している小学5・6年生30人〈申込

制（抽選）〉
申込 �6月１5日㈭（必着）までに申込書（市役所青少年課で

配布中）を〒253-8686茅ヶ崎市役所青少年課へ（持
参または市HPも可）

ほか �費用3700円。参加必須の保護者説明会あり（7月１5
日㈯9時30分～１１時に市役所本庁舎会議室１）

問合 �青少年課育成担当

文化・歴史
日本文学朗読会�菊池寛を読む�その１
新今昔物語より「狐

きつね

を斬る」、「出世」
日時 �5月23日㈫１１時～
場所 �ハスキーズギャラリー
講師 �椿

つばき

野
の え

枝さん、里村由実さん（いずれも朗読サロン
「六花」）

ほか �費用500円（ソフトドリンク付き）。売り上げの40％
を市民活動げんき基金に寄付

問合 �ハスキーズギャラリー☎（88）１8１１
下寺尾遺跡群保存・活用学習会
下寺尾廃寺の遺物を公開

日時 �5月27日㈯１4時～１6時
場所 �市役所本庁舎市民ふれあいプラザ
内容 �国指定史跡の調査で出土した遺物の公開・解説　
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建碑60周年記念事業の案内
申込 �開催日前日までに☎で
問合 �社会教育課文化財保護担当

第１0回�ちがさきの石仏と社寺を訪ねる
①事前説明会②現地探訪

日時 �①6月22日㈭１0時～１2時②6月29日㈭9時30分～１2

茅ヶ崎市のHP（携帯電話用）URLhttp://mobile.city.chigasaki.kanagawa.jp/
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