
（6面へ続く）

場所 �ハマミーナまなびプラザ調理室
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 �1月17日㈭～加藤☎090(2202)6416へ
ほか �費用1000円�
問合 �文化生涯学習課生涯学習担当

�
みんなでワイワイ楽しもう�編み物初心者教室
オリジナル手作りコースターを作ろう！

日時 �2月14日㈭9時30分～11時30分
場所 �茅ヶ崎ショッピングセンター(新栄町)
講師 �津田糸店編み物教室指導者、ヤーンボンビング

茅ヶ崎メンバー
定員 �15人〈申込制(先着)。子連れの参加可〉
申込 �2月1日㈮9時～☎で
問合 �社会教育課社会教育担当

�
企業人から学ぶ「南湖のリノベーション古民家
施設『濱時間』施設見学およびお話」

日時 �2月14日㈭10時～12時
場所 �濱時間(南湖2-5-5)
内容 �濱時間(貸別荘、ショップ、カフェ、貸出スペース)

の設立経緯・運営等の講演や施設見学
講師 �岩澤裕

ひろ

基
き

さん(濱時間代表)
定員 �20人〈申込制(先着)〉
申込 �1月17日㈭～☎または窓口で
問合 �文化生涯学習課生涯学習担当

�
住まいと終活セミナー～終活を通じて
自宅と自分の今後を考えるきっかけに

日時 �2月17日㈰13時～16時30分
場所 �市役所分庁舎5・6階コミュニティホール
内容 �①基調講演②ミニセミナー③個別相談会
講師 �武藤頼

より

胡
こ

さん(一般社団法人終活カウンセラー
協会)

定員 �①100人②各30人③各数人〈いずれも申込制(先
着)〉

申込 �1月15日㈫～2月8日㈮に☎で(住所、氏名、電話番
号、希望する講演を記入し、 (57)8377も可)

問合 �都市政策課住宅政策担当

�
4月7日㈰執行
県議会議員選挙立候補予定者�事前説明会

日時 �3月8日㈮13時30分～
場所 �市役所分庁舎5階コミュニティホールA会議室
内容 �立候補届出に伴う諸手続き、選挙運動の公費負担、

選挙公報など
ほか �出席者は立候補予定者を含め3人以内
問合 �選挙管理委員会事務局選挙担当

�
不用品バンク(2018年12月19日現在)
(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〉ベビー用ローチェア▷ベビーゲート▷ベ
ビー用ハイチェア▷ベビー布団一式▷自転車用チャイ
ルドシート▷オルガン〈ゆずってください〉ベビーベッ
ド▷茶道具一式▷自転車▷折りたたみ式車いす
問合 �市民相談課消費生活センター

防災・消防
�
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 �①2月16日㈯9時～12時②3月3日㈰9時～12時

場所 �①消防署北棟②香川公民館
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 �①1月15日㈫～2月8日㈮に☎で消防指導課へ②2月

2日㈯～24日㈰に香川公民館☎(54)1681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�上級救命講習会(救急法)
心肺蘇生法、AEDの使用方法、搬送法ほか

日時 �2月23日㈯9時～18時
場所 �消防署北棟
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 �1月23日㈬～2月15日㈮に☎で
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

�永年勤続消防団員・優良消防分団の表彰
　2018年度茅ヶ崎市消防団の永年勤続消防団員および
優良消防分団の表彰は以下のとおりです(敬称略)。
〈個人の部〉▷勤続20年優良消防団員：知事表彰・市長
表彰＝中山大助、高橋十大、西海尊健、鈴木靖臣、成
尾嘉幸、福岡貴久、中川和慶、田中英明▷勤続10年優
良消防団員：市長表彰＝齋藤英樹、藤巻智、水島智彦、
田中秀樹、石坂隆治、藤間雄太、佐藤嘉哉、吉岡昭一、
長谷川哲也、土屋博之、鍛代将樹、深澤倫央
〈団体の部〉▷消防分団特別功労表彰：市長表彰＝第16
分団(香川・甘沼)▷優良消防分団表彰：市長表彰＝第
18分団(芹沢)▷消防長表彰＝第7分団(西久保)、第3分
団(十間坂)▷消防団長表彰＝第6分団(円蔵)、第12分団
(小和田)、第1分団(本村)
問合 �警防救命課整備担当�

産業・雇用
�あったかふれあいデー

日時 �1月26日㈯8時～10時
場所 �茅ヶ崎公園野球場東側駐車場付近
内容 �地場産野菜や花の販売、飲食店による朝市会の野

菜を使用したオリジナルメニューの販売
問合 �農業水産課農業担当

�風味豊かな味わいが自慢「生わかめまつり」
日時 �2月2日㈯9時～売り切れ次第終了(雨天決行、荒天

時2月9日㈯)
場所 �茅ヶ崎漁港荷さばき所
内容 �えぼし岩付近で養殖された「えぼしわかめ」の直売や
　　わかめの味噌汁の試食あり
問合 �茅ヶ崎市漁業協同組合☎(82)3025

�T
シ ン ク

HINK C
チ ガ サ キ

HIGASAKIワークショップ
日時 �2月3日㈰13時30分～15時30分
場所 �市役所分庁舎6階コミュニティホール
内容 �茅ヶ崎を魅力的にするためのヒント探しを開催
対象 �市内在住・在勤・在学の方30人〈申込制(先着)〉
申込 �1月15日㈫～31日㈭に☎で(住所・氏名・電話番号を

記入し、 (57)8377または sangyou@city.chiga
　　saki.kanagawa.jpも可)

ほか �茅ヶ崎市観光協会と共催
問合 �産業振興課道の駅整備推進担当

�言いたいことが伝わる話し方講座
日時 �2月9日㈯9時30分～12時
場所 �勤労市民会館�
定員 �20人〈申込制(先着)〉
申込 �1月15日㈫～2月8日㈮に☎で(勤労市民会館HPも可)
問合 �勤労市民会館☎(88)1331

�
若年者就労支援
折れないココロの作り方講座

日時 �2月16日㈯10時～12時30分
場所 �勤労市民会館�
対象 �15歳～39歳の方20人〈申込制(先着)〉
申込 �1月15日㈫～2月15日㈮に☎で(勤労市民会館HPも可)
問合 �勤労市民会館☎(88)1331

�
親子でえぼしわかめ収穫
養殖棚までのクルージング体験

日時 �2月23日㈯9時～(小雨決行、荒天中止)
場所 �茅ヶ崎漁港荷さばき所
対象 �市内在住で6歳～12歳の小学生と保護者30組程度
〈申込制(抽選)。保護者1人につき子ども2人まで〉

申込 �2月5日㈫(消印有効)までに往復はがきに参加者全
員の住所・氏名(ふりがな)・年齢・代表者の電話
番号を記入し、〒253-0061南湖6-18-1茅ヶ崎市漁
業協同組合へ郵送(複数申し込み不可)

ほか �費用大人1000円、子ども500円(クルージング代)。
クルージング体験後、随時解散(午前中)

問合 �茅ヶ崎市漁業協同組合☎(82)3025

�講座「会社が求める事務職とは？」
日時 �2月23日㈯9時30分～12時30分
場所 �勤労市民会館　
定員 �20人〈申込制(先着)〉
申込 �1月15日㈫～2月22日㈮に☎で(勤労市民会館HPも可)
問合 �勤労市民会館☎(88)1331

�働く人が今こそ知っておきたい事
日時 �①2月23日②3月2日③3月9日④3月16日いずれも土

曜日14時～16時
場所 �図書館
講師 �社労士たまごの会地域支援チーム
内容 �①働き方でこう変わる！社会保険の加入②働く人

のこころの健康を守りましょう③「働き方改革」
でここがこう変わる！、年金定期便を見てみよう
④年次有給休暇制度(概要と理念)、転職・退職の
とき雇用保険・社会保険はどうする

定員 �各10人〈申込制(先着)〉
申込 �1月16日㈬～☎で
ほか �費用250円
問合 �図書館☎(87)1001

採用・人事
�市役所の職員

職種 �現業用務職①清掃業務員②教育施設業務員
人数 �若干名
採用 �4月1日㈪(予定)

　みなさんが納める市税（個人市県民税、固定資産税・都市計画税、軽自動車税など）は、市
が提供する福祉や教育などの財源となっています。市税の滞納は市の財政を圧迫させるだけ
でなく、納期限内に納税している方との公平性を欠くことになります。期日を守って納税し
ましょう。� 【収納課納税担当】

ポタジェガーデンを学ぼう

　1月5日にオープンしたうみかぜテラス(体験学習センタ
ー）の2階にある「はまかぜ菜園」で、ポタジェガーデン(野
菜、花、ハーブ、果樹などを一緒に植える見た目も美しい
菜園)づくりが始まります。農薬や肥料を使わない農業を
営む長

ながたに

谷享
たかし

さんを講師に迎え、土づくりをしながら、4月
の種まきや苗植えに向けた菜園のデザインを形にしていき
ます。� 【体験学習センター☎（85）0942】

日時　日曜コース　�2月3日・17日、3月3日・17日
　　　�水曜コース　2月13日・27日、3月13日・27日
　　　いずれも10時～12時（各全4回）
定員　各20人〈申込制(先着)〉
申込　�1月15日㈫～市 またはうみかぜテラス窓口で
ほか　参加費2000円(中学生以下無料)

第2弾 菜園の基礎づくり
【市税】滞納、絶対NO!!

「うっかり滞納」防止には
口座振替を
　口座振替は納期限日に自動で
引き落とされるため、納付書を
金融機関などに持参する手間が
省け、納め忘れも防ぐことがで
きます。まだ手続きをしていな
い方は、是非ご検討ください。
■市内金融機関にてお手続きができます。
　持ち物：�①通帳　②銀行のお届け印　
　　　　　③納付書もしくは納税通知書
　　　　　④�納入義務者の印鑑（納税義務者と通帳

名義人が違う場合）
納付ができない場合は早めに相談を
　失業、休職など、やむを得ない理由で納期限内に
納付することが困難な場合は、放置せずに市役所収
納課へ相談してください。

滞納処分を強化
　2017年度の市税滞納者に対する差し
押さえ件数は942件と、前年を大きく
更新しました（2016年度は633件）。また、
差し押さえ件数の増加に伴い、市税
徴収率は99％を越え、累積滞納金額
は8.7億円まで減少（前年より1.3億円
減）しました。
　地方税法では「納期限を経過し督促
状を発した日から起算して10日を経過
した日までに完納されないときは、滞
納者の財産を差し押さえなければなら
ない」と定められています。2018年度
は差し押さえ自動車・オートバイのイ
ンターネット公売や差し押さえ不動産
の公売も複数件実施し、滞納処分を
一層強化しています。
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