
◆ 　　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
環境講座「生物多様性講演会」
日常生活における生物多様性との関わり

日時 	3月12日㈫14時〜16時
場所 	市役所分庁舎6階コミュニティホール
講師 	藤吉正明さん(東海大学教養学部教授)
定員 	50人〈申込制(先着)〉
申込 	3月1日㈮〜11日㈪に☎で
問合 	環境政策課環境政策担当

茅ケ崎里山公園倶
く

楽
ら

部
ぶ

保全活動の会員募集
期間 	4月〜2020年3月
内容 	田・畑・雑木林・竹林などで保全作業の体験
定員 	800人〈申込制〉
申込 	3月1日㈮〜申込書(3月1日〜県立茅ケ崎里山公園

で配布。県立茅ケ崎里山公園HPで取得も可)を持参
ほか 	申し込み時に費用1家族2500円、個人1500円(いず

れも年額。高校生以下無料)を持参。3月3日㈰13
時30分〜説明会を実施

問合 	茅ケ崎里山公園倶楽部事務局☎(50)6058

保険
高額介護合算療養費制度のお知らせ

　高額介護合算療養費制度は、1年間(2017年8月〜2018
年7月)に支払った医療保険と介護保険の自己負担額の
合算額が、定められた自己負担限度額を超えた場合に、
その超えた額を支給する制度です。医療保険からは「高
額介護合算療養費」として、介護保険からは「高額医療
合算介護(介護予防)サービス費」として支給されます。
なお、高額介護合算療養費の支給の対象となる世帯に
は、例年3月頃に申請書を送付していましたが、今年
は4月以降に順次郵送します。
問合 	保険年金課給付担当・後期高齢者医療保険担当、

高齢福祉介護課支援給付担当

子育て・教育
赤ちゃんとママのためのコンサート

日時 	3月21日(木･祝)10時〜11時30分
場所 	市民文化会館ミニホール
内容 	湘南L

リ ー ベ

iebeによる音楽の生演奏(童謡・はらぺこあ
おむし他)と助産師の話・相談会

定員 	40人〈申込制(先着)〉
申込 	住所・氏名(保護者・子ども)・年齢・電話番号を

記入し、 geschenk1224@yahoo.co.jpで
ほか 	費用一般500円(小学生以下無料)。市民活動げん

き基金補助事業
問合 	湘南Liebe☎090(5515)4448三輪

ジュニアリーダー養成講座
日時 	①3月23日㈯10時〜12時②4月13日㈯10時〜15時
　　③5月11日㈯④⑤未定
場所 	市役所分庁舎F会議室
内容 	ジュニアリーダー(中・高生ボランティア)として

の基礎知識や技術を学ぶ
講師 	子ども会連絡協議会育成会
対象 	4月から中学生になる子ども20人〈申込制(先着)〉
申込 	3月22日㈮までに申込書(市内公共施設で配布中。

市HPで取得も可)を持参
問合 	青少年課育成担当

シンポジウム「発達障害を抱える子ども」
日時 	3月23日㈯13時〜16時(受付12時30分〜)
場所 	横浜市技能文化会館(横浜市中区)
内容 	発達障害の基礎的な講義や支援者、保護者、当事

者によるパネルディスカッション
講師 	沖村可奈子さん(発達サポートネットバオバブの

樹理事、言語聴覚士)
定員 	150人〈当日先着〉
問合 	県司法書士会☎045(641)1372

ほめ方・叱り方の練習「ほしつ☆メソッド」
(2歳・3歳以上のグループ)

日時 	①4月22日㈪10時〜12時②4月15日、5月13日・27日、
6月10日・24日いずれも月曜日10時〜12時(全5回)

場所 	男女共同参画推進センターいこりあ
対象 	①2歳の子どもの保護者10人②3歳以上の子どもの

保護者8人〈いずれも申込制(先着)〉

申込 	①4月12日㈮まで②4月5日㈮までに☎で
ほか 	託児6か月〜未就学児〈申込制〉。②は個別事前説

明あり
問合 	こども育成相談課家庭児童相談室☎(82)1151

国際結婚子育て交流サークル
日時 	毎月第3木曜日10時〜12時	
場所 	男女共同参画推進センターいこりあ
内容 	日常生活や子育ての困り事などの相談や情報交換
問合 	茅ヶ崎市国際交流協会☎090(1557)7789、男女共

同参画課多文化共生担当☎(57)1414

福祉
3.11あの日を忘れない
①被災地写真展②講演会

日時 	①3月16日㈯9時〜20時、3月17日㈰9時〜16時②3月
17日㈰13時30分〜15時30分(質疑応答含む)

場所 	萩園いこいの里
講師 	②山本宗

むね

補
すけ

さん(フォトジャーナリスト)
問合 	萩園いこいの里☎(88)7513

土曜ミュージックサロン「ケルト音楽の昼下がり―
フィドルとファゴットのコンサート―」

日時 	3月23日㈯13時45分〜14時45分
場所 	萩園いこいの里
内容 	大竹奏(フィドル)、松里俊明(ファゴット)出演。

演目「アニーローリー」、「スコットランド・ザ・
ブレイブ」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 	3月28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組〈申込制(先着)〉
申込 	3月27日㈬までに☎で
問合 	かながわ住まい・まちづくり協会☎045(664)6896

おはなしきいてね～おばん囃
ば や

子
し

のみなさんによ
る絵本の読み聞かせ、手遊び、絵描き唄など

日時 	3月28日㈭15時50分〜16時20分
場所 	萩園いこいの里
問合 	萩園いこいの里☎(88)7513

手話奉仕員養成講座
入門・基礎コース

日時 	4月9日〜2020年2月4日の毎週火曜日18時45分〜20時
45分(座学40回、ほか施設見学を8月24日㈯に実施)

場所 	市役所本庁舎会議室1他
対象 	市内在住・在勤で手話を初めて学ぶまたは手話

サークルの活動経験が1年未満で、市の手話講習
会を受講したことがない方20人程度〈申込制(抽
選)。原則全回参加〉

申込 	3月25日㈪(必着)までにはがきに住所・氏名・電
話番号、講座名を記入し、〒253-8686茅ヶ崎市役
所障害福祉課へ郵送

ほか 	費用3240円
問合 	障害福祉課障害福祉推進担当

手話通訳者養成ステップアップ講座(前期)
日時 	4月10日〜8月28日の毎週水曜日18時45分〜20時45

分(全20回)
場所 	市役所本庁舎会議室1他
対象 	市内在住・在勤で「手話奉仕員養成講座」(入門・基

礎)の修了証を授与された方または同程度の実力
を持つ方(手話学習歴1〜3年)20人程度〈申込制(選
考)。原則全回参加。再履修の方は不可〉

申込 	3月27日㈬(必着)までにはがきに住所・氏名・電
話番号、講座名を記入し、〒253-8686茅ヶ崎市役
所障害福祉課へ郵送

ほか 	費用2000円(教材費)。面接選考4月3日㈬にあり(30
年度手話奉仕員養成講座の修了証を授与された方
は面接なし）

問合 	障害福祉課障害福祉推進担当

市民参加・市民活動
市環境審議会委員

人数 	5人以内
対象 	市内在住・在勤・在学者(ほかの審議会などの公

募委員を除く)
内容 	環境基本計画の進行管理や次期環境基本計画の策

定に関する審議など
任期 	6月から2年間
会議 	年8回程度(原則平日昼間)
報酬 	日額1万円
申込 	3月15日㈮〜4月5日㈮(当日消印有効)に応募用紙(市

役所環境政策課・市政情報コーナー、小出支所、
市民窓口センターなどで配布)を〒253-8686茅ヶ崎市
役所環境政策課へ郵送または持参( (57)8388・

　　kankyouseisaku@city.chigasaki.kanagawa.jpも可)
問合 	環境政策課環境政策担当

市民活動推進委員会委員
人数 	3人以内
対象 	市内在住・在勤・在学の方(他の審議会などの公

募委員を除く)
内容 	市民活動の推進に関する制度の改善、財政的支援

に関する事項等についての調査・審議・答申
任期 	6月から2年間
会議 	年間10回程度
報酬 	日額1万円
申込 	3月13日㈬〜4月12日㈮(必着)に応募用紙(市役所市

民自治推進課・市政情報コーナー、小出支所、各
市民窓口センター・出張所などで配布中。市HPで
取得も可)を持参(〒253-8686茅ヶ崎市役所市民自
治推進課へ郵送も可)

問合 	市民自治推進課協働推進担当
市民活動げんき基金補助事業
公開プレゼンテーションとヒアリングの開催

　2019年度に実施する市民活動げんき基金補助事業を
選考するためのプレゼンテーションとヒアリングを一
般公開します。多様な活動を通して地域を盛り上げて
いる市民活動団体14団体が、補助金を活用して実施す
る事業を、熱い思いを込めて提案します。
日時 	3月16日㈯9時30分〜
場所 	市役所本庁舎会議室2〜5
問合 	市民自治推進課協働推進担当

無作為に選ばれた市民が話し合う
「市民討議会」の傍聴

日時 	3月21日(木･祝)13時〜17時(入退場自由)
場所 	市役所本庁舎会議室1〜4
内容 	討議テーマ「知ろう、語ろう、わたしたちの暮ら

し〜みんなでつくるちがさきの未来〜」
問合 	企画経営課企画経営担当

男女共同参画推進センターいこりあ
2019年度託児ボランティアスタッフ

内容 	子育て世代が市主催の講座や会議に参加できるよ
う未就学児の託児を行う(1回3時間程度)

対象 	市内在住の方〈申込制〉
申込 	3月27日㈬までに申込書(3月1日㈮〜男女共同参画

推進センターいこりあで配布。市HPで取得も可)
を持参

問合 	男女共同参画課男女共同推進担当☎(57)1414

健康
市立病院職員による出張講座
「リウマチについて」

日時 	3月22日㈮14時〜15時30分
場所 	うみかぜテラス(体験学習センター)
講師 	上原武晃(リウマチ膠

こう

原
げん

病内科医師)
定員 	40人〈当日先着〉
問合 	市立病院医事課医事担当☎(52)1111

健康診断で血糖値が高めと言われていませんか
高血糖で体が傷つく前の食事見直しのヒント

日時 	3月25日㈪10時〜12時
場所 	保健所講堂
内容 	血糖値をコントロールするための食事の基本的な

組み合わせ方や献立の立て方、食事量を解説
対象 	74歳以下で糖尿病と診断されていない方20人〈申

込制(先着)〉
申込 	3月22日㈮までに☎で
問合 	保健所健康増進課健康づくり担当☎(38)3331

食品衛生責任者養成講習会
日時 	4月10日㈬10時〜17時
場所 	市役所分庁舎6階コミュニティホール
対象 	栄養士、調理師、製菓衛生師などの資格を持って

いない方180人〈申込制(先着)〉
申込 	3月25日㈪10時〜12時に保健所第2会議室で(神奈

川県食品衛生協会HPも可)
（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】
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