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◆ 　　欄に詳細がないものは　　へ☎（市役所は☎（82）1111）・
　来庁（来館・来所）で開庁（開館 ・ 開所）時間内に申し込み
明記のないものは
●持ち物はお問い合わせください　●費用は無料

問合

表彰

環境
あまみずプロジェクト
魅力発見�撮ってみよう千ノ川

日時 	5月26日㈯9時30分〜12時
場所 	千ノ川周辺
内容 	千ノ川おさんぽマップを使い、写真を撮りながら

川歩きを楽しむ
定員 	15人〈申込制(先着)〉
申込 	5月1日㈫〜18日㈮に☎で
問合 	下水道河川建設課水環境担当

海岸清掃にご参加を
美化キャンペーンクリーン茅ヶ崎

日時 	5月27日㈰7時〜8時30分(小雨決行、荒天時は6月3
日㈰に延期)

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 	軍手などの清掃用具は持参。ごみ袋は配布
問合 	環境保全課環境保全担当

大気中の二酸化窒素の測定
測定器具の貸し出し

日時 	測定日5月31日㈭・6月1日㈮、分析日6月12日㈫
場所 	測定場所は原則自由。分析は市役所本庁舎えぼし1
申込 	5月16日㈬〜30日㈬に市役所環境保全課で測定器

具を貸し出し
ほか 	分析のみの当日参加も可。分析に来られない方は測

定後、環境保全課へ測定器具を持参。結果は郵送
問合 	環境保全課環境保全担当

航空機騒音に対する関連自治体と連携した
市の取り組み

　米海軍空母ロナルド・レーガンが横須賀港に入港し
ている間は、その艦載機が市上空を飛行するため騒音
被害が発生します。また、空母入港の数日前や空母出
航直後は、艦載機が厚木基地と洋上の空母の間を行き
来するため騒音被害が発生することが多くなります。
市では、厚木基地騒音対策協議会に属し、県や関係自
治体と連携して厚木・横須賀基地、外務省、防衛省、
米国大使館など関係機関へ騒音の解消に向けた要請活
動を行っています。なお、厚木基地の米軍機の飛行に
対する意見・苦情は、国が責任を持って対応します。
航空機騒音の問い合わせ機関は以下のとおりです。

内容 問い合わせ先
日米安全保障条約や
米軍基地について

外務省北米局日米地位協定室
☎03(3580)3311

航空機騒音全般

南関東防衛局　基地対策室
☎045(211)7134
※平日18時15分〜翌朝8時30分、土･日曜
日、祝日は、南関東防衛局当直室☎
045(211)7386へ

問合 	広域事業政策課広域政策担当

スポーツ
トレーニング室利用者講習会
①総合体育館②屋内温水プール

日時 	①6月6日㈬18時〜18時45分・18時45分〜19時30分、
　　	6月23日㈯9時〜9時45分・9時45分〜10時30分②6月

17日㈰18時〜19時、6月26日㈫9時30分〜10時30分
対象 	15歳以上の方各30人〈申込制(先着)。中学生不可〉
申込 	①5月23日㈬8時30分〜②5月24日㈭9時〜各施設窓

口または☎で
問合 	①総合体育館☎(82)7175②屋内温水プール☎(84)
　　1144

屋内温水プール�休館日イベント
水中プログラムで腰痛・ひざ痛を改善

日時 	6月11日㈪9時45分〜10時45分
場所 	屋内温水プール
対象 	16歳以上の方40人〈申込制(先着)〉
申込 	5月7日㈪〜屋内温水プール窓口で
ほか 	費用540円
問合 	屋内温水プール☎(84)1144中村

福祉
地域密着型サービス～事業者募集

　認知症対応型共同生活介護(グループホーム)、看護
小規模多機能型居宅介護の事業者を5月1日㈫〜6月29
日㈮で募集します。詳細は市HPまたはお問い合わせく

ださい。
問合 	高齢福祉介護課支援給付担当

土曜ミュージックサロン
日時 	5月19日㈯13時45分〜14時45分
場所 	萩園いこいの里
内容 	出演：オールドボーイズ+1。演目：「慕情」、「ロ

シアより愛をこめて」、「モア」他
問合 	萩園いこいの里☎(88)7513

高齢者の住まい探し相談会～年齢を理由に断
られた、一人で不動産店に行きづらいなど

日時 	5月24日㈭13時30分〜
場所 	茅ヶ崎市社会福祉協議会
対象 	市内在住で民間賃貸住宅を探している60歳以上の

方5人〈申込制(先着)〉
申込 	開催日前日までに☎で
問合 	かながわ住まい・まちづくり協会☎045(664)6896

第12回神奈川県障害者スポーツ大会
水泳競技会

日時 	7月8日㈰10時〜
場所 	さがみはらグリーンプール(相模原市中央区横山)
対象 	身体障害者手帳または療育手帳の交付を受けた13

歳以上の方〈申込制〉
申込 	5月14日㈪までに申込書(市役所障害福祉課で配布

中)を提出
問合 	障害福祉課障害福祉推進担当

子育て・教育
レインボー・キッズ派遣報告会

日時 	5月11日㈮16時〜16時30分
場所 	市役所本庁舎市民ふれあいプラザ
内容 	姉妹都市ホノルルへの青少年海外派遣団「レイン

ボー・キッズ」による現地活動報告など
問合 	秘書広報課姉妹都市担当

サマースクール説明会～夏休み期間中の宿
題のサポートやさまざまな体験活動を提供

日時 	①5月26日㈯10時〜12時・15時〜17時②5月27日㈰
10時〜12時(いずれも受付は30分前から)

場所 	①NPO法人ちがさき学童保育の会事務局②鶴嶺児
童クラブ

対象 	市内在住の小学4〜6年生と保護者各50人〈申込制
(先着)。1世帯につき2人程度〉

申込 	5月12日㈯〜19日㈯に☎で
問合 	NPO法人ちがさき学童保育の会☎(87)4466

乳幼児期の子育ち・子育て講座
日時 	6月6日㈬10時〜12時
場所 	市役所本庁舎会議室4・5
内容 	講演「子どもっておもしろい！保育・子育てのエ

ピソードから」
講師 	柴田愛子さん(りんごの木代表、保育者、絵本作家)
対象 	市内在住・在勤の方60人〈申込制(先着)〉	
申込 	5月1日㈫〜30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2歳以上10人〈申込制(先着)。5月25日㈮まで〉
問合 	教育センター研究研修担当☎(86)9965	

子育て世代のための生涯学習交流サロン
「アロマ虫よけスプレーを作ろう」

日時 	6月19日㈫10時〜12時
場所 	ハマミーナまなびプラザ会議室
内容 	天然由来成分のアロマオイルで虫よけスプレーを作る
講師 	齊藤寛恵さん（AEAJアロマテラピーアドバイザー）
対象 	12歳以下の子どもの家族25組〈申込制(先着)。子

連れ参加可〉
申込 	5月1日㈫〜件名に「ツムグちがさき6/19参加希

望」、本文に「参加者氏名・電話番号、スプレーボ
トル50ｍlの購入の有無、子連れ参加は子の氏名(ふ
りがな)、子の生年月日を記入し、 mom4chiga
saki@gmail.comへ

ほか 	費用708円(スプレーボトル50ｍl持参の方は600円)
問合 	マム04 mom4chigasaki@gmail.com

文化・歴史
「平和について」ポスター・作文コンテスト

内容 	平和に関するポスター(四つ切り)・作文(400字詰
め原稿用紙3枚以内)。1人1点、未発表のもの

対象 	市内在住・在学の小学6年生、中学2年生〈申込制〉	

申込 	作文は5月30日㈬、ポスターは6月15日㈮(いずれ
も必着)までに、ポスター・作文とも裏に住所・
氏名(ふりがな)・電話番号・学校名・学年を記入し、
「平和についてポスター・作文コンテスト」と記入
し、〒253-8686茅ヶ崎市役所男女共同参画課へ

ほか 	入賞者は市ピーストレイン事業(広島市派遣)に参
加。入賞作品は市が行う平和事業に使用

問合 	男女共同参画課多文化共生担当☎(57)1414

生活
市立病院で電気設備の法定点検

　5月19日㈯に市立病院で電気設備の法定点検を実施
します。点検中はご不便をお掛けしますが、ご理解と
ご協力をお願いします。
問合 	市立病院病院総務課用度施設担当☎(52)1111

市民参加・市民活動
みんなの想いが名前になる
(仮称)茅ヶ崎公園体験学習施設の愛称投票

　2019年1月に開館予定の(仮称)茅ヶ崎公園体験学習施
設が、より多くの市民のみなさんに愛され、親しまれ
る施設となるよう、愛称を決める投票を行います(1人
1回)。市HPに掲載の候補の中から以下のいずれかの方
法で投票してください。なお、結果は7月頃に市HPな
どで発表します。
申込 	5月20日㈰までに①市HPで②投票用紙(市役所青少

年課ほか一部の公共施設などで配布中)に必要事
項を記入し、持参③はがきに愛称、氏名・年代、
市内在住・在勤・在学のいずれかを記入し、
〒253-8686茅ヶ崎市役所青少年課へ

問合 	青少年課育成担当

防災
城山ダム(相模原市緑区)の洪水対応演習

　城山ダム管理事務所では、梅雨や台風などによる出
水期を前に、ダム放流による事故を未然に防止するこ
とを目的として、5月11日㈮にスピーカー放送とサイ
レンの吹鳴(10時〜15時30分)、電光表示の点灯および
赤色回転灯の点灯(10時〜16時30分)、警報車による巡
視と警報の演習(9時50分〜16時30分)を城山ダムから相
模川河口にかけて行います。なお、これは訓練のため
ダムゲートからの放流はしません。実際の災害とお間
違えないようご注意ください。
問合 	城山ダム管理事務所☎042(782)2831

5月16日㈬に防災行政用無線などでＪアラ
ートの試験放送を実施

　5月16日11時頃に、システムのメンテナンスのため、
市内全域の防災行政用無線でJアラート（全国瞬時警報
システム）の試験放送を実施します。放送内容は、上
りチャイム音に続き、「これは、Jアラートのテストで
す」が3回流れ、「こちらは、防災ちがさきです」と続き
ます。最後に下りチャイムが流れ、試験放送は終わり
ます。ご理解とご協力をお願いいたします。
問合 	防災対策課防災担当

健康
仕事帰りの栄養教室
作り置きおかずで野菜たっぷり夕飯づくり

日時 	5月25日㈮18時15分〜20時30分
場所 	男女共同参画推進センターいこりあ
内容 	食事の組み立て方の基本と毎日の健康管理に役立

つ食事のポイントの講義、調理実習
対象 	64歳以下で働いている方20人〈申込制(先着)〉
申込 	5月23日㈬までに☎で（市HPも可）
ほか 	費用400円
問合 	保健所健康増進課健康づくり担当☎(38)3331

東大のプログラムで健康チェック
楽しくフレイルチェックしませんか

日時	①5月29日㈫②5月31日㈭いずれも14時〜16時
場所	①小出地区コミュニティセンター②茅ヶ崎地区コ

ミュニティセンター
内容 	からだやこころの衰えをチェックし、健康でいる

ためのコツを学ぶ
対象 	市内在住でおおむね65歳以上の方各40人〈申込制

(先着)〉
申込 	5月1日㈫〜開催直前までに☎で
問合 	高齢福祉介護課支援給付担当

（6面へ続く）
【民生委員・児童委員は地域の身近な相談役～法律で守秘義務が課せられているのでなんでも気軽に相談を】　民生委員・児童委員は、地域の身近な相談役として日頃から地
域に目を配り、住民の抱える問題に親身に相談に応じています。担当の民生委員・児童委員が分からない場合は、お問い合わせください。� 【福祉政策課福祉政策担当】


