
湘南S
し ょ ー

HOW点
て ん

【ちがさき市民活動サポートセンター☎(88)7546】

活動日　活動情報は をご覧ください
問合　　清水友美☎090(8516)5649、（51)1760、 clef-de-sol@jcom.home.ne.jp

　「アートを通じて地元・湘南を盛り上げる！」を目標に、10人ほ
どで活動しています。アートイベントやワークショップの主催、
ネットTVやラジオ番組の制作を行っています。

PVで茅ヶ崎の魅力を世界へ

　2017年度のげんき基金補助事業で、茅ヶ崎
の魅力をPRするプロモーションビデオ(PV)を
制作しました。山田耕筰が茅ヶ崎に住んでい
た時に作曲した「赤とんぼ」を世界にアピー
ルする「茅ヶ崎・赤とんぼ音頭」と、茅ヶ崎が
誇る浜降祭の魅力を楽しいリズムに乗せて
伝える「浜降サンバ」。ワークショップや演技
オーディションを経て、市民の方に出演して
もらったり、楽曲のレコーディングを一緒に行ったりしました。楽し
く歌って踊れる楽曲なので、盆踊りや地域のイベントなどでぜひ踊っ
てください。

清水友美代表

浜降サンバPV制作のワンシーン

湘南SHOW点
PVも見られます

　今年度分から、国民健康保険被保険者の世帯主様宛てにお送りしている「医
療費のお知らせ」と、該当する個人様宛てにお送りしている「ジェネリック医
薬品に関するお知らせ」の送付時期などが変更になります。
　なお、医療費のお知らせは、2018年分の確定申告(医療費控除)に添付する
と、「医療費控除の明細書」の記入を省略できますので、申告時期までご自宅
で大切に保管してください。

【保険年金課給付担当】
主な変更点

変更前 変更後

医療費の
お知らせ

（医療費通知）

時期 年4回(5・8・11・2月)
年２回（１２・２月）
・１２月送付分（１月～１0月診療分）
・２月送付分（１１月～１２月診療分）

方法 はがき 封書
ジェネリック
医薬品に関する
お知らせ

（該当者のみ通知）

時期 年2回（5・11月）
年２回（6・１２月）
・6月送付分（4月診療分）
・１２月送付分（１0月診療分）

医療費・ジェネリックのお知らせ
送付回数・時期が変更

国民健康保険
被保険者のみなさんへ
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市HPから市長へ直接メールを送ることができます

（6面へ続く）

ほか �支援会員研修会6月4日㈪～6日㈬9時10分～12時10
分に男女共同参画推進センターいこりあで〈申込
制(先着)。託児あり10人〉

問合 �ファミリー・サポート・センター☎(87)8070

防災・消防
�
｢この一球�届け無事故へ�みんなの願い」
6月3日㈰～9日㈯は危険物安全週間

　危険物の保安に対する意識の高揚や啓発を推進する
ため、6月3日～9日に危険物安全週間が全国一斉に実
施されます。ガソリンなどの危険物は、火災を発生さ
せる危険性が非常に高く、ちょっとした不注意が思わ
ぬ事故につながる恐れがあります。ガソリンや灯油、
塗料、潤滑油スプレーといった身近な危険物の保管方
法を確認し、安全に取り扱いましょう。
問合 �予防課危険物担当

�防火に関する講習会と消火器訓練
日時 �6月7日㈭13時30分～16時30分
場所 �モリタ宮田工業株式会社(下町屋1-7-1)
対象 �市内事業所やテナントなどの防火管理者20人〈申

込制(先着)〉
申込 �6月1日㈮までに☎で
問合 �予防課査察指導担当

�
広げよう�救命の輪～普通救命講習会(救急法)
心肺蘇生法、AEDの使用方法ほか

日時 �①6月14日㈭②7月1日㈰③7月8日㈰いずれも9時～12時
場所 �①②消防署北棟③南湖公民館
対象 �市内在住・在勤・在学で中学生以上の方25人〈申

込制(先着)〉
申込 �①5月15日㈫～6月7日㈭②6月1日㈮～25日㈪に消

防指導課へ③6月5日㈫～7月1日㈰に☎(86)4355で
南湖公民館へ

ほか �受講者には修了証を発行
問合 �消防指導課消防指導担当☎(85)4594

�
広げよう�救命の輪
応急手当普及員養成講習会(24時間)

日時 �6月16日㈯・17日㈰9時～18時
場所 �消防署北棟
内容 �心肺蘇生法などの指導技術習得と、後日行う実践

的研修(2回)により指導者を目指す
対象 �市内在住・在勤・在学の16歳以上の方で、過去2

年以内に上級または普通救命講習会を修了した方
16人〈申込制(先着)〉

申込 �5月15日㈫～6月7日㈭に☎で
ほか �費用テキスト代4937円(予定)。応急手当普及員養

成講習会(2日間)の受講と、市内で開催される救
命講習会での研修(2回)を実施後に認定を受けた
受講者へ認定証を発行

問合 �消防指導課消防指導担当☎(85)4594

生活
�
不用品バンク(4月24日現在)
(20１9年3月で終了)

●不用品バンクは、無料のみ対象。市HP参照
〈ゆずります〉県立藤沢総合高等学校制服・体操着▷
パーテーション▷パラソル▷こたつ布団〈ゆずってく
ださい〉浴衣▷テーブル▷電子レンジ▷小型冷蔵庫▷
炊飯器▷洗濯機▷ガス台▷そば用石臼
問合 �市民相談課消費生活センター

�
製造事業所のみなさまへ
20１8年工業統計調査を6月１日時点で実施

　この調査は統計法に基づくもので、従業者数、製造
出荷額、原材料使用額等を調査し、中小企業施策や地
域振興などの基礎資料として利活用されます。調査票
に記入した内容は、統計作成目的以外に使用すること
はありません。5月中旬から、統計調査員が訪問、ま
たは国から調査票が直接郵送されます。調査へのご理
解、ご協力をお願いします。
問合 �県統計センター事業所・工業統計課☎045(313）

7218、行政総務課統計担当

�STOP�THE�不法電波！�
　6月1日㈮～10日㈰は、「電波利用環境保護周知啓発強
化期間」です。電波は消防、救急、放送、携帯電話な
ど日常の暮らしでたくさん使用されています。電波の
ルールをみんなで守って正しく使用しましょう。
問合 �総務省関東総合通信局(不法無線局による混信・

妨害☎03(6238)1939、テレビ・ラジオの受信障害
☎03(6238)1945、地上デジタルテレビ放送の受信
相談☎03(6238)1944)

�
市民大

だ い

楽
が く

まなびーな
料理の基本を学びましょう

日時 �6月7日㈭10時～13時
場所 �ハマミーナまなびプラザ調理室
内容 �簡単においしく魚の照り焼きを作る
講師 �加藤イセ子さん(まなびの市民講師)
対象 �20歳以上の方15人〈申込制(先着)〉
申込 �5月15日㈫～☎090(2202)6416加藤へ
ほか �費用1000円�
問合 �文化生涯学習課生涯学習担当

�
１0・１5・20・30年間無事故無違反の方へ
優良運転者の表彰

　茅ヶ崎地区交通安全協会会員で、10・15・20・30年
間無事故無違反の方は6月8日㈮までに申告書(5月15日
㈫～25日㈮に茅ヶ崎地区交通安全協会、市役所安全対
策課で配布)と無事故無違反証明書を茅ヶ崎地区交通
安全協会へ提出してください。
問合 �茅ヶ崎地区交通安全協会☎(83)3231、安全対策課

安全対策担当

�
コンビニ交付・本庁舎証明書自動交付機
サービスの一時停止

　県のネットワーク工事のため、6月9日㈯8時から20
時まで、コンビニエンスストアと市役所本庁舎証明
書自動交付機での証明書交付サービスの利用ができ
ません。ご理解、ご協力をお願いします。
問合 �市民課戸籍住民担当

�
自己分析ができる！再確認、私の性格
と傾向を知るビジョンマップ講座

日時 �6月12日㈫・19日㈫いずれも10時～12時(全2回)
場所 �男女共同参画推進センターいこりあ
内容 �写真や文字を切り取り、分析をしながら画用紙に

貼り付けて自分の夢の地図を制作
講師 �新木美代さん(非言語コミュニケーション研究家)
対象 �女性20人〈申込制(先着)〉
申込 �5月15日㈫～☎または市HPで(住所・氏名・電話番

号、託児の有無を記入し、 (57)1666も可)
ほか �費用800円(材料費)。託児6か月～未就学児10人〈申

込制(先着)。�6月4日㈪まで〉
問合 �男女共同参画課男女共同推進担当☎(57)1414

�
楽しさ確約！さわやかなふれあいを求めて
笑顔が生まれるコミュニケーション講演会

日時 �6月19日㈫9時30分～11時30分
場所 �保健所講堂
講師 �山田征夫さん(健康レクリエーション研究所長)
定員 �30人〈申込制(先着)〉
申込 �6月18日㈪までに☎または市HPで
問合 �保健所健康増進課健康づくり担当☎(38)3331

スポーツ
�
新体力テスト
自分の体力を確認してみませんか

日時 �①5月27日㈰②6月16日㈯③6月23日㈯④6月30日㈯
いずれも10時～11時30分

場所 �①総合体育館②小出小学校③室田小学校④柳島小
学校

対象 �市内または寒川町に在住・在勤・在学で20歳以上
の方各30人〈申込制(先着)〉

申込 �①5月24日㈭まで②6月14日㈭まで③6月21日㈭まで
④6月28日㈭までのいずれも17時までに☎で(土・日
曜日、祝日を除く)

問合 �スポーツ推進課推進担当☎(82)7136

�
寒川町チャレンジデー20１8
みんなで勝利を目指して

日時 �5月30日㈬0時～21時�
内容 �秋田県北秋田市を対戦相手に運動やスポーツを15

分以上継続した住民の参加率を競い合う
対象 �当日、寒川町内で15分間以上継続して運動(散歩、

買い物なども可)をした方(茅ヶ崎市民も参加可)
ほか �報告方法など詳細は寒川町HP参照
問合 �寒川町健康・スポーツ課☎(74)1111

�
湘南ベルマーレ�フットサルイベント
①スペシャルマッチ観戦②クリニック生募集

日時 �6月9日㈯①14時～②16時～17時
場所 �総合体育館
対象 �①自由観戦②市内在住・在学の小学1～3年生・小

学4～6年生各30人〈申込制(先着)〉
申込 �5月19日㈯から総合体育館窓口または☎で
問合 �総合体育館☎(82)7175

�
市総合体育大会
バスケットボール競技�一般の部

日時 �6月16日㈯8時30分～
場所 �総合体育館
対象 �市内在住・在勤・在学の15歳以上で構成されたチー

ム、2018年度茅ヶ崎バスケットボール協会登録
チーム〈申込制。中学生不可〉

申込 �5月22日㈫17時までに申込書(総合体育館内スポー
ツ推進課で配布中。市HPで取得も可)を持参

ほか �5月23日㈬19時～総合体育館で代表者会議あり
問合 �スポーツ推進課推進担当☎(82)7136

�
茅ヶ崎万歩クラブ　
菖
し ょ う ぶ

蒲の花を求めて(約１１km)
日時 �6月17日㈰9時～
ほか �費用500円(入園料などは別途)。JR横須賀線田浦

駅集合・衣笠駅解散。詳細は市HP参照
申込 �茅ヶ崎万歩クラブ☎090(2497)8972石田

�茅ヶ崎ソフトバレーボール大会
日時 �6月17日㈰9時～
場所 �総合体育館
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