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環境
海岸清掃にご参加ください
美化キャンペーンクリーン茅ヶ崎

日時 	7月30日㈰7時〜8時30分（小雨決行、荒天中止）
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 	手袋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

川の生き物を調べよう～河川生物相調査
に参加しませんか？

日時 	7月31日㈪10時〜16時
場所 	市役所分庁舎コミュニティホール他
講師 	五十嵐誠さん（横浜国立大学付属鎌倉中学校教諭）
対象 	小学3年生〜中学生20人〈申込制（先着）〉
申込 	7月3日㈪〜24日㈪に☎で
ほか 	雨天時はビデオ上映
問合 	環境保全課環境保全担当

湘南エコウェーブ�「みんなで森を知ろう」
みどりの勉強と森の探検

日時 	8月1日㈫8時50分〜12時
場所 	日本大学生物資源科学部演習林（藤沢市亀井野）他
講師 	園

その

原
はら

和
わ

夏
か

さん（日本大学生物資源科学部専任講師）他
対象 	小学生15人〈申込制（先着）。親子での参加可〉
申込 	7月5日㈬〜☎で
ほか 	市役所集合・解散。マイクロバスで送迎
問合 	環境政策課温暖化対策担当

スズメバチにご注意を
　ハチは、夏から秋にかけて活発になります。市では、
毒性が強く生命に危険を及ぼす可能性のあるスズメバ
チの巣に限り、無料で駆除を行っていますのでご相談
ください。なお、その他のハチの巣をご自身で駆除を
する場合は、十分に注意するようお願いします。
問合 	保健所環境衛生課環境衛生担当☎（38）3317

福祉
地域密着型サービス　事業者の公募

　定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の設置・
運営を行う事業者を7月3日㈪〜8月16日㈬で公募しま
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 	7月15日㈯13時45分〜14時45分
場所 	萩園いこいの里
内容 	演目「おてもやん」、「与作」、オリジナル音楽劇「注

文の多い料理店」
問合 	萩園いこいの里☎（88）7513宇都

正しい知識を持って地域で支える認知症
認知症サポーター養成講座

日時 	7月27日㈭10時〜12時
場所 	総合体育館
講師 	大木教

のり

久
ひさ

さん（大木医院院長）
対象 	市内在住・在勤の方50人〈申込制（先着）〉
申込 	7月3日㈪〜21日㈮に☎で
ほか 	受講者にテキストとオレンジリングを贈呈
問合 	高齢福祉介護課支援給付担当

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 	7月27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

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や、手遊びなど
日時 	7月27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宇都

60歳以上の初心者向け教室①手芸
②折り紙③フラダンス

日時 	①8月の毎週木曜日9時30分〜11時30分（全5回）②8
月の毎週木曜日10時〜11時30分（全5回）③8月4日
㈮・9日㈬・21日㈪・25日㈮、9月1日㈮いずれも

13時30分〜15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①30人②25人③40人〈い

ずれも申込制（抽選）〉
申込 	7月20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

ほか 	費用①②1000円③300円（初回のみ）
問合 	老人クラブ連合会☎（58）5281

子育て・教育
教育基本計画第4次実施計画策定に向け
た意見交換会

期間 	7月10日㈪〜25日㈫
場所 	団体と個別に調整
内容 	2018年度〜2020年度の教育委員会の取り組みに関

する意見交換
対象 	市内で活動する団体〈申込制〉
申込 	7月14日㈮までに市HPで
問合 	教育政策課教育政策担当

夏休み子どものワークショップ①海の植物の観察と
標本づくり②バードカービング～野鳥レプリカ作り

日時 	①7月28日㈮10時〜12時、8月25日㈮10時〜12時②
8月25日13時〜16時

場所 	文化資料館
対象 	小学3年生〜中学生各10人〈申込制（抽選）〉
申込 	7月1日㈯9時〜7日㈮16時までに☎で（市HPも可）
ほか 	詳細は申し込み後に郵送
問合 	文化資料館☎（85）1733

藤沢市八ヶ岳野外体験教室
子どもだけの夏休みわいわいキャンプ4日間

日時 	8月21日㈪〜24日㈭（3泊4日）
内容 	登山、野外炊事、星空観察、キャンプファイア他
対象 	茅ヶ崎市・藤沢市・寒川町に在住・在学の小・中

学生40人〈申込制（先着）〉
申込 	7月2日㈰10時〜☎で
ほか 	費用3万4500円（兄弟姉妹は2人目から3万1000円）。

最少催行人数30人。バスで送迎
問合 	八ヶ岳野外体験教室☎0267（98）5156

9月開園予定の新規施設の入園手続き
場所 	（仮称）湘南くすの木けん（松林3-4-6）（事業所内保

育事業）
対象 	9月1日時点で生後6か月〜2歳児5人〈申込制（選考）〉
申込 	8月10日㈭17時までに申込書（市役所保育課で配布

中。市HPで取得も可）を持参
ほか 	他の認可保育所などを待機している場合は、申込

期日までに☎で希望園の変更手続きが必要
問合 	保育課認定担当

子育てアドバイザー養成講座
専門分野で活躍中の講師陣による講義

日時 	9月〜11月の①土曜日（全6回）②月2〜3回（全14回）
場所 	①TEPIA（東京都港区）、SIビル（東京都渋谷区）②

浜竹子育て支援センターのびのび
対象 	市内在住で子育て活動をしている全日参加可能な

方3人〈申込制（選考）〉
申込 	7月27日㈭までに☎で
ほか 	面接7月29日㈯（時間は個別に指定）
問合 	浜竹子育て支援センターのびのび☎（85）7900

保育所などの運営法人候補者募集
　2018年4月1日開設の保育所など（小規模保育事業と3
歳以上の受け入れを中心とした認可保育所）を設置・
運営する事業者を募集します。詳細は市HP参照
対象 	保育所などを適切に運営できる法人
申込 	7月3日㈪〜8月24日㈭に申込書（市HPで取得可）を

持参
問合 	保育課管理整備担当

保険・税金
固定資産税�第2期分の納期限は
7月31日㈪

　金融機関での納付に加え、コンビニエンスストアで
の納付（バーコード付きの納付書に限る）や、ペイジー
（金融機関のATMやインターネット・モバイルバンキ
ング）と口座振替による納付ができます。
○ペイジー収納に対応する金融機関は、市HPに掲載し
ています。納付方法の詳細は各金融機関にお問い合わ
せください。○口座振替は、各納期限の2か月前まで

に金融機関にお申し込みください。
問合 	収納課総務担当・納税担当

平成29年度国民健康保険料が決定
納付方法、保険料の軽減・減免

　平成29年度の国民健康保険料が決定しましたので、
納付義務者に7月中旬に通知します。保険料率は下表
のとおりです。納付方法は口座振替または納付書払い
があります（年金からの特別徴収になっている方も、
申請により口座振替で保険料を納めることができま
す）。また、次のいずれかに該当する方は、保険料が
軽減や減免になる場合があります。
○会社都合により平成21年3月31日以降に離職し、失業
時点で65歳未満の雇用保険受給資格者証をお持ちの方
○災害など特別な事情で納付が困難になった方○被用
者保険から後期高齢者医療制度に移行した方の扶養家
族で、新たに国民健康保険に加入する65歳〜74歳の方
問合 	保険年金課保険料担当

区分
医療給付費分 後期高齢者支援金等分 介護納付金分

29年度 28年度 29年度 28年度 29年度 28年度

所得割
（前年中の所得に基づく） 6.04/100 6.47/100 2.14/100 1.83/100 2.39/100 1.99/100

均等割
（被保険者1人当たり）	 1万8500円 2万円 6600円 5900円 8600円 7600円

平等割
（1世帯当たり）2万5300円 2万7800円 9000円 8100円 	8300円 	7400円

賦課限度額 54万円 54万円 19万円 19万円 16万円 16万円

健康
市立病院職員による出張講座
子どもも大人もなりやすい皮膚の病気

日時 	7月20日㈭14時〜15時30分
場所 	茅ヶ崎地区コミュニティセンター
講師 	池澤優子（市立病院皮膚科医師）
定員 100人〈当日先着〉
問合 	市立病院医事課医事担当☎（52）1111

栄養教室～きちんと食べてきれいにダイエット
夏にぴったり！アレンジサラダdeランチ

日時 	8月2日㈬10時〜13時30分
場所 	男女共同参画推進センターいこりあ
内容 	肥満予防のための食事の基本の講義と調理実習
対象 	64歳以下の方24人〈申込制（先着）〉
申込 	7月31日㈪までに☎で
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

市民参加・市民活動
オトナのよるカフェ～茅ヶ崎のおもたせ
和菓子で自然を守る

日時 	7月22日㈯18時30分〜20時30分
場所 	ちがさき市民活動サポートセンター
内容 	地元の古代米を使用した和菓子の開発や、湘南タ

ゲリ米のお話と交流会
講師 	鈴木國

くに

臣
おみ

さん（三翠会代表）
定員 20人〈申込制（先着）〉
申込 	7月1日㈯〜☎で（住所・氏名・電話番号を記入し、

（88）7546または s-center@pluto.plala.or.jp
も可）

ほか 	費用300円（和菓子、飲み物代など）
問合 	ちがさき市民活動サポートセンター☎（88）7546

市民の集い（市民集会）
①松林地区②鶴嶺東地区

日時 	①7月29日㈯②8月6日㈰いずれも13時30分〜
場所 	①松林公民館②鶴嶺東コミュニティセンター
内容 	市民と行政（市長・職員）との対話を図る
問合 	市民自治推進課地域自治担当

夏休み下水道教室～下水処理場の施設
見学、顕微鏡での微生物観察他

日時 	①8月3日㈭9時30分〜16時②8月5日㈯9時30分〜12
時③8月8日㈫9時30分〜12時④8月20日㈰9時30分
〜12時（いずれも小雨決行）

場所 	①相模川流域下水道右岸処理場（平塚市四之宮）②
相模川流域下水道左岸処理場（柳島）③酒匂川流域
下水道右岸処理場（小田原市扇町）④酒匂川流域下
水道左岸処理場（小田原市西酒匂）

対象 	①県内在住の方②〜④相模川・酒匂川流域関連市
町に在住の方各50人程度〈いずれも申込制（先着）〉

申込 	7月21日㈮までに☎で
ほか 	駐車場・駐輪場あり①昼食持参。浄水場の施設見

（6面へ続く）

◆ 　　欄に詳細がないものは☎0467（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

市制施行70周年
記念事業 表彰


