
（3面へ続く）

掲載記事の補足
　広報ちがさき12月1日号3面に掲載の「平成29年
分の確定申告から医療費控除が大幅に変更」の記
事の中で「医療費通知（健康保険組合などが発行す
る「医療費のお知らせ」など）を添付すると、明細
の記入を省略できます」と記載しましたが、平成
29年分の国民健康保険および後期高齢者医療制度
の医療費通知については、省略の要件を満たして
いないため、添付しても明細の記入を省略するこ
とができません。ご注意ください。
問合 �保険年金課給付担当・後期高齢者医療保険担当

子育て・教育
�
2018年度新入学児童・生徒保護者説明会
入学の諸手続き、学校生活の注意事項他

対象 �2018年4月に入学する児童・生徒の保護者
ほか �筆記用具・防寒具・スリッパ・下履き入れ・配布

資料を入れる袋を持参。車での来校不可
問合 �各小中学校、学務課学事担当
小学校名 日程(2018年1月) 浜之郷小学校 24日㈬
茅ヶ崎小学校 24日㈬ 緑が浜小学校 17日㈬
鶴嶺小学校 18日㈭ 汐見台小学校 19日㈮
松林小学校 18日㈭ 中学校名 日程(2018年1月)
西浜小学校 26日㈮ 第一中学校 18日㈭
小出小学校 24日㈬ 鶴嶺中学校 19日㈮
松浪小学校 24日㈬ 松林中学校 16日㈫
梅田小学校 19日㈮ 西浜中学校 18日㈭
香川小学校 17日㈬ 松浪中学校 11日㈭
浜須賀小学校 24日㈬ 梅田中学校 11日㈭
鶴が台小学校 25日㈭ 鶴が台中学校 12日㈮
柳島小学校 25日㈭ 浜須賀中学校 12日㈮
小和田小学校 29日㈪ 北陽中学校 12日㈮
円蔵小学校 31日㈬ 中島中学校 12日㈮
今宿小学校 22日㈪ 円蔵中学校 12日㈮
室田小学校 29日㈪ 赤羽根中学校 19日㈮
東海岸小学校 31日㈬ 萩園中学校 16日㈫

�成人のつどい～式典、中学時代の先生から
のビデオレター

日時 �2018年1月8日（月･祝）14時～15時30分（13時30分開場）
場所 �総合体育館
対象 �1997年4月2日～1998年4月1日に生まれた方
問合 �青少年課育成担当

�
青少年育成のつどい～青少年の育成を考
える

日時 �2018年1月20日㈯10時～12時（9時30分開場）
場所 �市役所分庁舎コミュニティホール
講師 �小川泰平さん（犯罪ジャーナリスト）
定員 �200人〈申込制（抽選）〉
申込 �12月15日㈮～28日㈭（必着）に住所・氏名・年齢・

電話番号、参加人数を記入し、〒253-8686茅ヶ崎

市役所青少年課へ(市HPも可)
問合 �青少年課育成担当

�
マタニティクッキング
妊娠・授乳期の食事の注意点と調理実習

日時 �2018年1月23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
定員 �12人〈申込制(先着)。初妊婦優先〉
申込 �開催日前日12時までに☎で
ほか �費用300円
問合 �保健所健康増進課こども健康・予防接種担当
　　☎(38)3331

�子育てが少し楽になる～ほしつ☆メソッド
日時 �2018年1月27日㈯10時～12時
場所 �小和田保育園
内容 �少人数グループでのしつけの練習
対象 �3歳以上の子の保護者8人〈申込制（先着）〉
申込 �12月15日㈮～2018年1月26日㈮に☎で
ほか �託児6か月～未就学児5人〈申込制（先着）〉
問合 �小和田保育園☎（82）8571

�
父子クッキング　
パパとピザを作ってみよう

日時 �2018年1月27日㈯10時15分～14時
場所 �男女共同参画推進センターいこりあ
対象 �小学生の子と父親12組〈申込制(先着)〉
申込 �12月15日㈮～☎で（市HPも可）
ほか �費用1人400円。託児6か月～未就学児10人〈申込制

(先着)。2018年1月18日㈭まで〉
問合 �男女共同参画課男女共同推進担当☎（57）1414

�
新中学1年生の部活動を理由とする就学
指定校変更の申請

　運動部に限り、中学校新入学時に入学以前から1年
以上続けてきたスポーツの部活動が学区の中学校にな
い場合、自宅から最も通学距離の近い学校への就学指
定校の変更ができます。手続きには一定の条件があり
ますのでご相談ください〈対象者〉市内在住で市立中学
校へ入学予定の小学6年生で、中学校入学以前に1年以
上希望する部活動のスポーツを継続している者〈就学
指定校変更できる中学校〉希望するスポーツの部活動
がある自宅から最も通学距離の近い学校で、鶴嶺、松
浪、浜須賀、北陽以外の中学校〈対象の部活動〉運動部
（水泳部を除く）〈申請期限〉2018年1月31日㈬〈ほか〉自転
車通学不可
問合 �学務課学事担当

�リーダー養成キャンプ～自然体験教室
日時 �2018年①2月3日㈯9時30分～11時30分②2月17日㈯

10時～2月18日㈰16時
場所 �①市役所本庁舎会議室1②柳島キャンプ場
内容 �①事前研修（参加必須。保護者同伴）②宿泊研修（野

外炊事、レクリエーションなど）

対象 �ジュニアリーダーに興味のある小学5・6年生30人
〈申込制（抽選）。ジュニアリーダーになりたい6年
生優先〉

申込 �12月18日㈪～2018年1月16日㈫（必着）に申込書（市
内公共施設で配布中。市HPで取得も可）を〒253-
8686茅ヶ崎市役所青少年課へ（持参も可）

ほか �費用1500円。現地集合・解散。食物アレルギーを
お持ちの方は要相談

問合 �青少年課育成担当

�子育ち・子育て出前講座
日時 �2018年2月4日㈰13時30分～15時30分
場所 �コミュニティセンタ－湘南
内容 �講演「思春期の危機のとらえ方と対応－アタッチ

メントの視点から－」
講師 �林もも子さん(立教大学教授)
対象 �市内在住・在勤の方100人〈申込制(先着)〉
申込 �12月25日㈪～2018年1月31日㈬に☎で（氏名・電話

番号、託児の有無を記入し、 (88)1394も可)
ほか �託児未就学児10人〈申込制(先着)。2018年1月25日

㈭まで〉
問合 �教育センター研究研修担当☎(86)9965�

�
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 �2018年①2月21日㈬10時～12時②2月2日・16日、3
月2日いずれも金曜日10時～12時（全3回）

場所 �男女共同参画推進センターいこりあ
対象 �①2歳の子の保護者10人②3歳以上の子の保護者8

人〈いずれも申込制（先着）〉
申込 �2018年①2月9日㈮まで②1月25日㈭までに☎で
ほか �託児6か月～未就学児〈申込制〉②のみ個別事前説明

あり
問合 �こども育成相談課家庭児童相談室☎（82）1151

環境
�
2018年3月1日発行のごみ通信ちがさきに
掲載する広告を募集

対象 �市区町村民税の滞納がない個人・法人4者〈申込制
（抽選）〉

申込 �12月26日㈫までに申込書(市HPで取得可)を持参
ほか �費用は表面5万円、裏面4万円（市HP参照）。抽選日

は2018年1月9日㈫
問合 �資源循環課資源循環担当

�
エコネットで省エネしよう！
冬の省エネコンテスト

　茅ヶ崎市地球温暖化対策ポータルサイト「ちがさき
エコネット」では、12月から2018年2月まで冬の省エネ
コンテストを実施しています。2か月以上電気の使用
量を削減できた方全員にすてきなエコグッズをプレゼ
ント。詳細はちがさきエコネットHPをご覧ください。
問合 �環境政策課温暖化対策担当

市の HP（パソコン用）URLhttp://www.city.chigasaki.kanagawa.jp/

広告掲載のお申し込み・お問い合わせは秘書広報課へ

市制施行70周年
記念事業

◆ 　　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
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　1/13（土）〜1/21（日）  ９日間

切らない！痛くない！巻き爪専門院Ⓡ　

◎巻き爪個別無料相談会

小さな爪でも大丈夫◎！
靴や歩行に制約ありません。
お風呂もOK、生活に支障なし

張り替えは月に１回程度です。
陥入爪にも効果的です。

矯正板は目立ちません。

薄く強力な矯正版を貼り、肉に
食い込んだ爪を持ち上げます。

※保険適用外

! !

大 船 院：鎌倉市大船2-20-29-2F(イトーヨーカドー前)

茅ヶ崎院：茅ヶ崎市元町6-10 -2F(一里塚交差点そば)

大 船 院≪大 船 院≫
≪茅ヶ崎院≫ 　1月19日(金)～　1月21日(日)

12月15日(金)～12月18日(月)
《予約受付中！》


