
◆�　　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

（6面へ続く）
改元に伴う市の文書の元号表記と取り扱い　5月1日から元号が「平成」から「令和」に改められることを受け、市の文書は原則「令和」を使用します。一部の通知や証明などは、
やむを得ず「平成」を使用する場合がありますが、法律上の効力は変わりませんので、新元号「令和」に読み替えてください。� 【行政改革推進室行政改革推進担当】

【おわびと訂正】　
　広報ちがさき4月1日号4面に掲載の「成人の予防接
種」の記事中で、高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種の対
象者に誤りがありました。おわびして訂正いたします。

（誤）②60歳以上64歳未満（正）②60歳以上65歳未満
問合 �保健所健康増進課こども健康・予防接種担当
　　☎(38)3331

環境
保護猫たちの幸せ探し会
市内で保護された猫たちの譲渡会

日時 �5月18日㈯、6月15日㈯いずれも11時～14時30分
場所 �ハスキーズギャラリー(新栄町1-1YAMAJIビル6階)
ほか �譲渡条件や参加する猫の情報はChigasaki Cat’s 

Protect 参照
問合 �保健所衛生課環境衛生担当☎(38)3317

市民参加の二酸化窒素測定
大気中の二酸化窒素を測定してみませんか

日時 �測定日6月6日㈭・7日㈮、分析日6月13日㈭
場所 �測定場所は原則自由。分析は市役所本庁舎2階えぼし1
申込 �5月20日㈪～6月5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。分析に参加できない方

は測定後に器具を持参。結果は郵送
問合 �環境保全課環境保全担当

福祉
日本赤十字社の会費(募金)に協力を

　日本赤十字社の活動は募金で成立しています。毎年
5月を｢赤十字会員増強運動月間｣とし、自治会を通し
て、募金のご協力をお願いしています。また、個人や
企業からの募金も受け付けています。昨年度の茅ヶ崎
地区の募金総額は、1174万181円でした。ご協力あり
がとうございました。
問合 �日本赤十字社茅ヶ崎市地区(市役所福祉政策課内)

土曜ミュージックサロン～サマータイム、
川の流れのように、シング他

日時 �5月11日㈯13時45分～14時45分
場所 �萩園いこいの里
内容 �ジャズコンボによる演奏
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23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 �5月22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 �5月23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

第13回神奈川県障害者スポーツ大会（水泳）
日時 �7月21日㈰10時～
場所 �さがみはらグリーンプール(相模原市中央区)
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20日㈪までに申込書(市役所障害福祉課で配布

中)を持参
問合 �障害福祉課障害福祉推進担当　

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

日時 �5月①24日㈮19時～20時30分②25日㈯10時～11時30分
③26日㈰10時～11時30分(いずれも受付は30分前～)

場所 �①②東海岸教室(NTT東日本茅ヶ崎ビル)③鶴嶺教
室(鶴嶺児童クラブ)

内容 �サマースクールの期間、募集要項、プログラムな
どの説明、申込書類の配布など（各日同内容）

対象 �市内在住で小学4～6年生の保護者と児童各50人
〈申込制(先着)。利用希望者は参加必須〉

申込 �5月11日㈯～18日㈯に東海岸教室☎(87)4466へ
問合 �NPO法人ちがさき学童保育の会☎(87)4466

2020年度使用小学校教科用図書
採択に係る検討委員会

日時 �①5月28日㈫②7月4日㈭③7月11日㈭④7月17日㈬
いずれも10時～

場所 �市役所①本庁舎会議室1・2②分庁舎6階コミュニ
ティホール1・2③分庁舎5階コミュニティホールA・
B④本庁舎会議室4・5

定員 �各30人程度〈当日先着。傍聴のみ可〉
問合 �学校教育指導課指導担当

健康
医療ケアを受けているお子さんへ
タッチセラピーでリラックス

日時 �5月29日㈬10時～11時30分
場所 �保健所講堂
講師 �川口美香さん(国際リドルキッズ協会セラピスト)
対象 �医療的ケアを受けている子どもと保護者15組〈申込

制(先着)。予防接種後72時間以内の子どもは不可〉
申込 �5月27日㈪までに☎で
問合 �保健所地域保健課保健指導担当☎(38)3314

がん集団検診～胃・大腸・乳(マンモグ
ラフィ)・子宮がん

日時 �5月30日㈭
場所 �保健所講堂
申込 �5月9日㈭～☎または窓口で〈申込制(先着)〉

区分 対象 検診時間 定員 費用
胃がん(X線撮影) 40歳以上 午前のみ 100人 1000円
大腸がん(便潜血検査) 40歳以上

午前・午後

100人 600円
乳がん(マンモグラフィ) 40歳以上

の偶数歳 120人 ※1

子宮がん(頸部) 20歳以上
の偶数歳 160人 900円

※1��40歳代の方はマンモグラフィ2方向で1500円、50歳以上の方はマ
ンモグラフィ1方向で1000円

※��年齢は2020年3月31日現在
※���次のいずれかに該当する方は検診費用が免除になります。(A)75

歳以上(1945年3月31日以前生まれ)の方、後期高齢者医療の被保
険者(B)生活保護世帯の方(C)市民税非課税世帯の方(同一世帯の
全員が課税されていない方)、(B)・(C)に該当する方は受診日の5
日前(閉庁日を除く)までにお申し出ください

問合 �保健所健康増進課健康づくり担当☎(38)3331
骨から美しく！健康な骨へのアンチエイジ
ング 骨密度測定で骨の健康度チェック

日時 �6月5日㈬9時30分～・10時～・10時30分～・11時～
場所 �保健所
対象 �64歳以下の方60人〈申込制(先着)。4月以降測定し

ていない方・女性優先〉
申込 �5月7日㈫～☎または市 で
問合 �保健所健康増進課健康づくり担当☎(38)3331

6月4日㈫～10日㈪は歯と口の健康週間
歯っぴぃデー

日時 �6月9日㈰10時～14時(最終受付13時30分)
場所 �市役所本庁舎市民ふれあいプラザ
内容 �①むし歯菌の観察、歯科相談など②大人のためのお

口機能チェック③ミニ親子歯科教室(3回各回30分)
対象 �②50歳以上の方③10時15分～は11か月以下の乳児

と保護者、11時15分～・13時～はいずれも1歳～
未就学児と保護者各回10組〈申込制(先着)〉

申込 �③5月7日㈫～☎で
問合 �保健所健康増進課健康づくり担当☎(38)3331

スポーツ
初心者のスポーツ吹矢教室

日時 �5月30日㈭、6月6日㈭・13日㈭・19日㈬・27日㈭
いずれも9時30分～12時(全5回)

場所 �老人福祉センター
対象 �市内在住で60歳以上の方30人〈申込制(抽選)〉
申込 �5月23日㈭(必着)までに往復はがきに講座名、住

所・氏名・年齢・電話番号を記入し、〒253-0044
新栄町13-44茅ヶ崎市老人クラブ連合会へ郵送

ほか �費用300円(初回のみ)
問合 �老人クラブ連合会☎(58)5281

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8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

チームまたは2019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14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 で取得も可)を持参
ほか �5月15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

初心者の太極拳教室
日時 �6月7日～7月5日の毎週金曜日10時～11時30分(全5回)
場所 �老人福祉センター
対象 �市内在住で60歳以上の方50人〈申込制(抽選)〉
申込 �5月23日㈭(必着)までに往復はがきに講座名、住

所・氏名・年齢・電話番号を記入し、〒253-0044
新栄町13-44茅ヶ崎市老人クラブ連合会へ郵送

ほか �費用300円(初回のみ)
問合 �老人クラブ連合会☎(58)5281

インディアカでいい汗かこう
羽根付きボールを使った4人制バレーボール

日時 �6月12日㈬9時40分～12時
場所 �総合体育館
対象 �新たにスポーツを始めたい方またはスポーツ経験

を生かしたい方20人〈申込制(先着)〉
申込 �6月11日㈫までに☎で
問合 �茅ヶ崎インディアカ協会☎(88)6007森元

まちづくり
特定生産緑地に関する制度説明や
制度活用についての個別相談会

日時 �5月7日㈫～2020年3月31日㈫(1時間程度)
場所 �市役所本庁舎都市計画課
対象 �生産緑地を所有している方〈申込制〉
申込 �随時☎で
問合 �都市計画課総務担当

生活
市立病院に形成外科を新設

　4月1日に形成外科を新設しました。病気やけが、手術
などの傷や傷あとを目立たないようにきれいに治した
り、正常な状態に修復したりする外科系の診療科です。
外来での診察は、月・水・木曜日(いずれも午前)です。
問合 �市立病院医事課医事担当☎(52)1111

青空ヨガ教室
新緑の里山公園でリフレッシュ

日時 �5月8日㈬10時～(毎月第2水曜日開催)
場所 �県立茅ケ崎里山公園
講師 �真理子さん(健康運動指導士)
定員 �20人〈申込制(先着)〉
申込 �5月6日㈪(毎月実施日の2日前)までに☎で
ほか �費用500円(参加費)
問合 �県立茅ケ崎里山公園☎(50)6058

「春の全国交通安全運動期間」と
「自転車マナーアップ運動強化月間」

　自転車の安全利用の推進、全ての座席のシートベル
トとチャイルドシートの正しい着用の徹底、飲酒運転
の根絶、二輪車の交通事故防止を重点に、5月11日㈯
～20日㈪に春の全国交通安全運動を実施します。一人
一人の心掛けと注意で交通事故の防止を徹底しましょ
う。また、5月は自転車マナーアップ運動強化月間です。

「自転車も�のれば車の�なかまいり」、「ゆっくり走ろう
ちがさき」を合い言葉に、家庭・学校・職場・地域で
自転車利用のマナー向上を推進しましょう。
問合 �安全対策課安全対策担当

産業・雇用
自分のための働き方を見つけよう
女性のためのキャリアデザイン講座

日時 �6月8日㈯10時～12時
場所 �勤労市民会館
定員 �20人〈申込制(先着)〉
申込 �5月1日(水・祝)～6月7日㈮のいずれも10時～☎で(勤

労市民会館 も可)
ほか �託児3歳～未就学児15人〈申込制(先着)〉
問合 �勤労市民会館☎(88)1331

市主催 合同企業説明会～参加企業募集
日時 �7月3日㈬10時～12時
場所 �勤労市民会館
対象 �企業20社程度〈申込制。応募多数時は調整〉
申込 �5月13日㈪までに☎で(申込書(市 で取得可)を

(57)8377も可)
問合 �雇用労働課雇用労働担当
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