
M
マ ル ハ ク

aruhakuT
テ ィ ー ビ ー

V交流会
冬の味覚をたのしみながら、湘南・茅ヶ崎の話を聴く

企画展をたのしむためのプレ企画

他にも松林を知る企画がいっぱい！詳しくはプログラムをご覧ください。

申込　いずれも1月30日㈫～☎で社会教育課へ

オープニング講演会 松林の長
なが

堀
ほり

検
けん

校
ぎょう

菱沼八王子神社に狛犬を奉納した長堀検校のお話
日時　2月17日㈯10時～12時30分
場所　松林公民館講義室
講師　�長嶺敬子さん
���������(ちがさき丸ごとふるさと発見博物館の会)
定員　80人〈申込制(先着)〉

松林と大山道
茅ヶ崎を通る「田村通り大山道」の松林地域を中心と
したお話
日時　2月18日㈰14時～15時30分
場所　松林公民館講義室
講師　�金子栄司さん
　　　(ちがさき丸ごとふるさと発見博物館の会)
定員　80人〈申込制(先着)〉

松林 丸ごと
  ふるさと発見博物館

会期　2月17日㈯～23日㈮
　　　19日㈪は休館
会場　松林公民館とその周辺

　屋根も壁もないエコミュージアム、ちがさき丸ごとふるさと発見博物館の
企画展。6回目の今年は、自然と歴史が息づく松林地域を舞台にお届けします。
ぜひこの機会に松林公民館へ集い、私たちが住むまちの都市資源が持つ価値
や意味、魅力を発見しましょう。� 【社会教育課文化財保護担当】

地域にまつわるお話を聴く

地域を巡る
台紙はプログラムの中に
掲載されています

　2月1日㈭～23日㈮に、松林公民館など5か
所を巡るスタンプラリーを実施します。全て
集めた方には記念品「ちがさき丸ごと博物
館エコバッグ」を差し上げます。
　記念品の交換は、会期期間中に松林公民館
で行います。�※なくなり次第終了

地域周辺を歩く
申込　いずれも1月30日㈫～☎で社会教育課へ
松林ぶらり物語①
(地蔵堂から菱沼、室田へ)
日時　2月18日㈰10時～12時
案内　ちがさき丸ごとふるさと発見博物館の会
定員　20人〈申込制(先着)〉

松林ぶらり物語②
(千手院から松林、室田へ)
日時　2月21日㈬10時～12時
案内　�ちがさき丸ごとふるさと発見博物館の会
定員　20人〈申込制(先着)〉
①②いずれも終点は松林公民館です。詳細はお問い合わせください

自然観察会(松林公民館周辺)
日時　2月22日㈭10時～12時
案内　�岸一弘(市役所社会教育課職員)
定員　20人〈申込制(先着)〉

巨大ガリバーマップ
　会期中、松林公民館ロビーに巨大ガリバー
マップが登場！
　みなさんが「わたしの都市資源（＝たからもの）」を書き入れるこ
とでマップがつくりあげられていきます。ぜひ、地域の魅力を伝え
にお越しください！

スペシャル展示
　松林公民館ロビーにて、松林地域はもちろん、
茅ヶ崎全域の都市資源の写真展を開催。また、
「さまざまなつながり」をイメージした企画展
ロゴマークのオブジェも登場します！

丸博こどもタイム

映画上映会
日時　2月18日㈰
　　　10時～　　　�「長屋紳士録」
　　　11時25分～　「晩春」
場所　松林公民館講義室
定員　80人〈申込制(先着)〉　
申込　1月30日㈫～☎で社会教育課へ

ちがさき丸ごと
ふるさと発見博物館

企画展

お届けエコミュージアム！

企画展をたのしむためのプログラム

MaruhakuTV 交 流 会

茅ヶ崎が映る小津映画豪華2本立て

入退場
自由

　会期中の講座やまち歩き、展示、ワークショップなどの情
報が満載です。
　このプログラムを見て、興味のある企画を探しましょう！
（部数に限りあり。１人１部）

配布場所
スタンプラリーポイント(松林公民館、小和田地区コミュ
ニティセンター、農業ふれあい館、ぐるめっこほうざん、
レプラコーン。)、市役所社会教育課 地域の魅力を伝え合う

2月20日㈫～22日㈭15時30分～16時30分
遊びながら茅ヶ崎のことを学べる「茅ヶ崎かるた」などを行います。
場所　松林公民館ロビー

日時　2月10日㈯10時～14時
場所　コワーキングスペース　チガラボ
　　　（新栄町13-48ワラシナビル5階）
定員　30人〈申込制(先着)〉
申込　1月15日㈪～
ほか　参加費2000円

MaruhakuTVとは、
オンライン動画で
茅ヶ崎のことを学べ
るウェブサイトです。

菱沼八王子神社の狛犬

みんなでまち歩き

 1月30日㈫から配布 

MaruhakuTVサイト

杉崎鳥花と添
そ
田
えだ
唖
あ
蝉
ぜん
坊
ぼう
の句碑

春の始まりを探そう

ガリバーマップとは
自分がガリバーに
なったつもりで乗れ
る大きな地図

企画展ロゴマーク
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定例自然観察会～渡って来る鳥た
ちを探そう

日時 �1月28日㈰10時～12時
場所 �県立茅ケ崎里山公園
ほか �長袖・長ズボン・歩きやすい靴着用。県立茅ケ崎

里山公園パークセンター集合
問合 �柳谷の自然に学ぶ会☎(88)5586、県立茅ケ崎里山

公園☎(50)6058

�
茅ヶ崎市森林整備計画案の縦覧と意見の
受付

　森林法に基づき、県が定める地域森林計画の対象と
なる森林に対して茅ヶ崎市森林整備計画を定めていま
す。このたび、5年ごとの改定に向けて変更案を作成
しました。変更案は縦覧や意見の提出ができます。縦
覧や意見の受付は1月22日㈪～2月22日㈭（土・日曜日、
祝日を除く）に市役所景観みどり課で行います。
問合 �景観みどり課みどり担当

防災・消防
�
弾道ミサイルが落下する可能性がある場合のサ
イレンを1月31日㈬11時～県内一斉に再生訓練

　弾道ミサイルが落下する可能性がある場合に流れる
サイレン音を知っていただくために、1月31日11時に
市内全域の防災行政用無線から訓練放送を流します。
10時40分頃と50分頃に事前放送を行います。また、メー
ル配信サービス・戸別受信機・防災ラジオへも同様の
訓練放送を実施します。弾道ミサイルは、発射から極
めて短時間で着弾します。音声が流れた時に、屋外に
いる場合は近くの建物内や地下などに避難し、屋内に
いる場合は窓から離れるか、窓のない部屋へ移動して
ください。
問合 �防災対策課危機管理担当、県コールセンター☎

045（210）3465

�甲種防火管理新規講習
日時 �2月15日㈭・16日㈮
場所 �市役所分庁舎コミュニティホール
対象 �防火管理者として選任される予定の方140人〈申込

制（先着）〉
申込 �1月18日㈭・19日㈮に申込書(市役所予防課で配布

中。日本防火・防災協会HPで取得も可)を神奈川
県消防設備安全協会 045(212)0971へ(持参も可)

ほか �費用6500円
問合 �神奈川県消防設備安全協会☎045(201)1908、予防

課査察指導担当

�
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17日㈯②3月4日㈰いずれも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22日㈪～2月9日㈮に消防指導課へ②2月6日
㈫～25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～親子で学ぶ救命講習会
（救急法）心肺蘇生法、AEDの使用方法ほか

日時 �3月18日㈰10時～11時30分
場所 �鶴嶺公民館
対象 �市内在住・在学で小学生以上の子と保護者16人〈申

込制（先着）〉
申込 �2月1日㈭～3月13日㈫に鶴嶺公民館☎（87）1103へ
ほか �受講者には修了証を発行。託児6か月～未就学児5

人〈申込制（先着）。2月28日㈬まで〉
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
　平成29年度茅ヶ崎市消防団の永年勤続消防団員・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30年以上優良消防団員：市長表彰＝小
島一雄、小林勝義、上野喜之、吉澤康雄▷勤続20年以
上優良消防団員：知事表彰・市長表彰＝土
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▷勤続10年以上優良消防団員：市長表彰＝佐
藤円

かず

栄
よし

、石井秀
ひで

宗
のり

、冨沢昭
あき

啓
ひろ

、小澤裕介、原田隆、田
中将吾郎、森山満、増田敦夫、三浦康

やす

志
し

、小嶋利彦、
湯澤三茂、坂巻幸司、小室典

のり

洋
ひろ

、小澤潤也、安齋一宏
〈団体の部〉優良消防分団表彰：市長表彰＝第18分団（芹
沢）▷消防長表彰＝第16分団（甘沼・香川）、第2分団（新
町）▷消防団長表彰＝第15分団（高田・下赤羽根）、第7
分団（西久保）、第12分団（小和田）
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～地場産野菜や
花、オリジナルメニューの販売

日時 �1月27日㈯8時～10時
場所 �茅ヶ崎公園野球場東側駐車場付近
問合 �農業水産課農業担当

�
冬の旬が海から到着！風味豊かな味わい
が自慢の生わかめまつり開催

日時 �2月3日㈯9時～売り切れ次第終了（雨天決行、荒天
延期2月10日㈯）

場所 �茅ヶ崎漁港荷さばき所
内容 �えぼしわかめの直売。わかめのみそ汁の試食あり
問合 �茅ヶ崎市漁業協同組合☎(82)3025

�就職支援～自分の強みの活かし方講座
日時 �2月3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20日㈯～2月2日㈮に☎で（勤労市民会館HPも可）
問合 �勤労市民会館☎(88)1331

�
女性のための復職支援～超初級者向けパ
ソコン講座（Word、Excel）

日時 �2月2日㈮10時～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1日㈭に☎で（勤労市民会館HPも可）
ほか �託児3歳～未就学児〈申込制。1月24日㈬まで〉
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9日㈮10時～12時30分
場所 �勤労市民会館
定員 �30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

�会社が求める事務職とは？
日時 �2月24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23日㈮に☎で（勤労市民会館HPも可）
問合 �勤労市民会館☎(88)1331

子育て・教育
�
認可保育所等4月入園
2次受付は2月9日㈮まで

　2月9日までに申込書（市役所保育課、各市民窓口セ
ンターなどで配布中。市HPで取得も可）を市役所保育
課へ持参してください。詳細は保育所等のしおり（申
込書配布場所で配布）をご参照ください。また、最新
情報は市HPをご覧ください。
問合 �保育課認定担当

�
2018年度新規開園施設（4月2次受付）
の4月入園手続き

場所 �（仮称）MIRATZ湘南辻堂保育園（小規模保育事業）菱
沼3-1-26

対象 �4月1日時点で生後57日目～2歳19人〈申込制（選考）〉
申込 �2月9日㈮までに申込書（市役所保育課、各市民窓口

センターなどで配布中。市HPで取得も可）を市役所
保育課へ持参。他の認可保育所等を待機している
場合は、上記期限までに☎または保育課で希望園
の変更手続きが必要

問合 �保育課認定担当

�わくわく遊び歌コンサート
日時 �2月3日㈯13時30分～15時
場所 �鶴嶺公民館
講師 �荒巻シャケさん（ほいくシンガーソングライター）

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

◆ 　　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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茅ヶ崎市のHP（パソコン用）URL http://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
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対象 �乳幼児と保護者20組〈申込制（先着）〉
申込 �開催直前までに☎で
ほか �費用500円（材料代など）。市民活動げんき基金補

助事業
問合 �どんぐりさんの木育ひろば☎(83)3790

�
夫婦でマタニティクッキング
初めてママ・パパになる方へ

日時 �2月10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 �妊娠期の食事と調理実習、簡単な離乳食の紹介
対象 �初妊婦の夫婦12組〈申込制（先着）〉
申込 �2月8日㈭までに☎で
ほか �費用1組700円
問合 �保健所健康増進課こども健康・予防接種担当
　　☎（38）3331

�木のおもちゃであそぼう
日時 �2月17日㈯10時～・13時30分～
場所 �O

オ ト ト イ

TO-TOYハウス（中海岸2-4-29）
対象 �乳幼児と保護者8組〈申込制（先着）〉
申込 �開催直前までに☎で
ほか �駐車場なし。市民活動げんき基金補助事業
問合 �どんぐりさんの木育ひろば☎(83)3790

�
「親と子の算数工作」図形から竹とんぼや
編み紙などを作る

日時 �2月19日㈪・26日㈪いずれも16時～17時30分
場所 �SZKギャラリー（元町4-32）
講師 �矢嶋望さん、鈴木清安さん（いずれもまなびの市

民講師）
対象 �小学生15人〈申込制（先着）〉
申込 �1月15日㈪～☎090（9233）0273矢嶋へ（氏名・年齢・

連絡先を記入し、 design@szk.jp鈴木へも可）
ほか �費用500円
問合 �文化生涯学習課生涯学習担当

�
子ども会入門講座～子ども会活動の基礎
知識やイベントの組み方を学ぶ

日時 �2月20日㈫9時30分～11時30分
場所 �市役所分庁舎A･B会議室
講師 �子ども会連絡協議会・青少年指導員連絡協議会
対象 �4月から子ども会役員となる方、子ども会・青少

年育成に興味のある方50人〈申込制(先着)〉
申込 �1月15日㈪～2月16日㈮に☎で（市HPも可）
問合 �青少年課育成担当

�乳幼児期の子育ち・子育て出前講座
日時 �2月24日㈯10時～12時
場所 �浜須賀保育園
内容 �講演「『わたし』を形づくっていく子どもを支える

―大人のまなざしを考える―」
講師 �須永美紀さん(こども教育宝仙大学准教授)
対象 �市内在住・在勤の方30人〈申込制(先着)〉
申込 �1月22日㈪～2月21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)。2月15日㈭まで〉
問合 �教育センター研究研修担当☎(86)9965�

�
インリーダー研修会
みんなで遊ぼう！�子ども会リーダー教室

日時 �2月24日㈯10時～12時
場所 �市役所本庁舎会議室1

講師 �三上吉洋さん(県レクリエーション協会公認講師)
対象 �子ども会に所属している小学3～6年生30人〈申込

制(先着)〉
申込 �1月15日㈪～2月21日㈬に☎で（市HPも可）
問合 �青少年課育成担当

�
子ども会ゲームセミナー～誰でも簡単にでき
るレクゲームなどの講習会・貸出物品の紹介

日時 �3月3日㈯9時30分～11時30分
場所 �市役所分庁舎コミュニティーホール
講師 �青少年指導員連絡協議会・茅ヶ崎市ジュニアリー

ダーズクラブ
対象 �4月から子ども会役員となる子ども会の保護者・指

導者、子ども会に興味のある方150人〈申込制(先着)〉
申込 �1月15日㈪～3月2日㈮に☎で（市HPも可）
問合 �青少年課育成担当

�
走れ！�赤ちゃん！
幼児の15～20m競走(ハイハイも可)

日時 �3月11日㈰9時30分～11時20分
場所 �総合体育館
対象 �1歳～1歳6か月未満、1歳6か月～2歳未満、2歳～2

歳6か月未満、2歳6か月～3歳未満の子各60人〈申
込制(先着)。子ども1人に保護者2人同伴〉

申込 �2月1日㈭～23日㈮（土・日曜日、祝日を除く）に☎
で（市HPまたは子の住所・氏名(ふりがな)・年齢
(2018年3月31日現在)・生年月日・性別、保護者
氏名(2人)・電話番号を記入し、 (82)7120も可）

問合 �スポーツ推進課推進担当☎(82)7136

�
子どもを預かる・預けたい会員募集
ファミリー・サポート・センター

内容 �アドバイザーが会員間を仲介し、保育園などへの
送迎や預かりなどの子育て支援活動を有償で行う

対象 �〈支援会員(子どもを預かる方)〉市内在住で保育に
理解と熱意があり、安全な保育環境を持つ方。研
修の受講が必要

　　�〈依頼会員(子どもを預けたい方)〉市内在住・在勤・
在学で原則生後3か月～小学6年生の保護者

　　�〈両方会員(支援と依頼の両方を希望する方)〉支
援・依頼会員両方の条件を満たす方

申込 �随時
ほか �支援会員研修会2月5日㈪～7日㈬9時20分～12時

に男女共同参画推進センターいこりあで〈申込制
（先着）。託児あり10人〉

問合 �ファミリー・サポート・センター☎(87)8070

スポーツ
トレーニング室利用者講習会
①総合体育館②屋内温水プール

日時 �①2月17日㈯9時～9時45分・9時45分～10時30分、
2月20日㈫18時～18時45分・18時45分～19時30分②2
月11日㈰18時～19時、2月21日㈬9時30分～10時30分

対象 �15歳以上の方各30人〈申込制(先着)。中学生不可〉
申込 �2月1日㈭～①8時30分～②9時～各施設窓口へ
問合 �総合体育館☎(82)7175、屋内温水プール☎(84)1144

�
茅ヶ崎万歩クラブ～戸塚宿とまさかり
が淵の民話の里へ(約11km)

日時 �2月18日㈰9時～
ほか �費用500円(入館料などは別途)。JR戸塚駅集合・

大船駅解散。詳細は市HP参照
問合 �茅ヶ崎万歩クラブ☎090（2497）8972石田

�湘南家庭婦人ミックスソフトテニス大会
日時 �3月1日㈭（予備日3月8日㈭）
場所 �茅ヶ崎公園庭球場
対象 �市内在住・在勤の方または湘南地区クラブ所属の

35歳以上の女性と60歳以上の男性のペア32組〈申
込制(先着)。1人での申し込みも可〉

申込 �2月14日㈬（必着）までにはがきに住所・氏名・年
　　�齢・電話番号を記入し、〒253-0017松林1-7-1川邊伸

一へ（ (51)6357も可）
ほか �費用1人1000円(当日支払い)
問合 �茅ヶ崎ソフトテニス協会☎(51)6357川邊

�茅ヶ崎太極拳競技大会
日時 �3月31日㈯9時～16時
場所 �総合体育館
対象 �市内在住・在勤・在学の個人または4人以上の団

体〈申込制〉
申込 �1月31日㈬までに☎で
ほか �費用1人1500円(個人・団体いずれも)。茅ヶ崎太

極拳協会加盟団体以外は要問い合わせ
問合 �茅ヶ崎太極拳協会☎(86)9648深井

�
相模川河畔スポーツ公園～陸上競技場の
利用時間区分・料金の変更

　4月1日利用分より、陸上競技場の利用時間区分・料
金が下記の通り変更となります。4月の専用利用は、2
月1日㈭から抽選予約を開始します。なお、今回の変
更は公園閉鎖までの暫定的な措置となります。
利用形態 変更前 変更後

専用利用
時間区分

①午前②午後
③全日の3区分 2時間ごと

専用利用
料金

①1330円②2050円
③3390円 2時間2050円

個人利用
1回料金※ 200円

個人利用
定期券料金※

大人640円
小人430円

利用種目 陸上、サッカー、ラグビー、ラクロスなど

※�市内在住・在勤・在学の方は利用料金が減免になる場合あり
問合 �スポーツ推進課管理担当☎(82)7136

健康
�
市保健所管内の感染症発生情報を
市ホームページで公開

　感染症の予防、まん延防止のために、1月15日㈪か
ら原則毎週月曜日に市保健所管内(茅ヶ崎市・寒川町)
の感染症の発生情報を市HPで公開します。ご活用くだ
さい。
問合 �保健所保健予防課感染症対策担当☎（38）3315

�エイズHIV抗体の検査（即日血液検査）
日時 �1月23日㈫9時～10時30分
場所 �保健所相談室9
申込 �随時☎で（匿名可・年齢・性別で申し込みも可）
ほか �結果は約1時間後。判定保留の場合は、1週間後に

再度来所が必要
問合 �保健所保健予防課感染症対策担当☎(38)3315

茅ヶ崎市の HP（携帯電話用）URLhttp://mobile.city.chigasaki.kanagawa.jp/
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茅ヶ崎市のHP（パソコン用）URL http://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

2/3（土）〜2/12（月）  10 日間

〈広報ちがさき〉
発行部数約9万部
各月1日号 ・ 15日号
1枠分5万円

（5.4cm×12cm）

〈市ホームページ（スマートフォン対応）〉
月アクセス数約6万8000件（トップページ）
トップページ下部バナー広告欄の他、右上
バナー広告欄にランダムに表示
1枠分2万円（規格上下60ピクセル×左右120
ピクセル、画像はGIF形式で4キロバイト以内）

広報紙、市HPの
有料広告を募集

空き状況や申し込み方法などの詳細は市　または
お問い合わせください。
　　　　　　　　　　　　【秘書広報課広報担当】 

ホームページ



紹介先実績の一例
○スーパーマーケットの夜間店長
○タブレット教室講師
○工場設備管理と若手指導
○�学童保育の英語や運動などの
プログラムを提供する有償ボ
ランティア
○�小・中学生に勉強を教える学
習支援のボランティア
〇ターゲットバードゴルフ

茅ヶ崎ヴォイス

生涯現役
応援窓口

【ちがさき市民活動サポートセンター☎(88)7546】

活動日　毎週火曜日13時30分～15時
　　　　(スケジュールはFacebookをご覧ください)
場　所　高砂コミュニティセンターなど
問　合　小島美和☎090(4713)1252、 mi-chan46@docomo.ne.jp

　茅ヶ崎ヴォイスは、映画「ワンヴォイス～ハワイの心を歌に
のせて～」に感動して立ち上げました。「みんなで楽しく」をモッ
トーに、ウクレレ演奏、ハワイアンコーラス、フラでお祭りや
イベントに年10回ほど出演して地域を盛り上げています。

ハワイアンで素敵な時間を共に

　地域のみなさんに癒しのリズムとフ
ラで穏やかなひと時をお届けしていま
す。現在50歳前後の女性が活躍中です
が、性別年齢関係なく、初心者からベ
テランまでどなたでも参加できます。
練習日には講師の方に丁寧に指導いただいています。今後は、高齢者施設や病院
など、さらに活動の場を広げていきたいと思っています。
　ハワイの音楽が好きな方、ぜひ、見学・体験にお越しください。

茅ヶ崎ヴォイスFacebook

小島美和代表

ウクレレの練習

2015年10月の窓口開設から2年で
約200件のマッチング実績！

　生涯現役応援窓口では、退職や子育てが落ち着
いた方に、専門相談員（セカンドライフコンシェル
ジュ）が、就労、ボランティア、市民活動、趣味のサー
クルなどの具体的な活動の場を一緒に探します。
自分の経験を生かして「ちょっと社会にいいこと」
ができる活動や、地元で仲間ができる活動など、
新しいことを始めませんか。
　　　　　 【企画経営課長寿社会推進担当】

場所　市役所本庁舎1階総合案内隣
日時　毎週火・木・金曜日(祝日は除く)
　　　9時30分～15時
問合　☎070(1490)0680（開設時間内）

新年に新しい活動を始めませんか

セカンドライフコンシェルジュの
上田さん

相談無料・予約不要です。
市役所にいらしたついでに、
気軽にお立ち寄りください。
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…イベント …講座 …相談 …案内 …募集 …表彰
凡例   ☎電話  ファクス  電子メール  HPホームページ
　　（☎・ に局番がないものは、全て市内（0467））

● 申込欄に詳細がないものは☎0467（82）1111・来庁（来館）で
開庁（開館）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　●年号は平成ち が さ き

市 HP で防災・気象情報を見ることができます

（5面へ続く）

�肝炎ウィルスB型・C型検査（血液検査）
日時 �1月23日㈫11時～11時30分
場所 �保健所相談室9
対象 �40歳未満で過去に検査を受けていない方〈申込制〉
申込 �検査日前日までに☎で
問合 �保健所保健予防課感染症対策担当☎(38)3315

�
成人糖尿病教室
「糖尿病と付き合う方法」応用編

日時 �1月23日㈫14時～16時
場所 �市立病院
講師 �佐藤忍（市立病院代謝内分泌内科医師）他
定員 �50人〈当日先着〉
問合 �市立病院病院総務課経営総務担当☎（52）1111

�
精神科医師によるこころの健康相談
(精神保健福祉相談)

日時 �1月24日㈬、2月2日㈮・7日㈬・15日㈭いずれも14
時～17時

場所 �保健所医療相談室
申込 �随時☎で
問合 �保健所保健予防課保健対策担当☎(38)3315

�
市立病院職員による出張講座～心血管
病で倒れないために

日時 �1月31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 �中

なか

戸
と

川
がわ

知
とも

頼
より

(循環器内科医師)
定員 �100人〈当日先着〉
問合 �市立病院医事課医事担当☎(52)1111

�
献血にご協力を（400ml献血）
追加実施の日程は市 HPに掲載

日時 �2月5日㈪・17日㈯いずれも10時～12時・13時～16時
場所 �さがみ農協茅ヶ崎ビル南側
対象 �17歳～69歳の男性、18歳～69歳の女性(65歳以上

の方は男女とも60歳～64歳に献血をした経験があ
る方)で、いずれも体重50kg以上の方

問合 �保健所地域保健課地域保健担当☎(38)3314

�保健所の講座
申込 �いずれも実施日の前日まで（土・日曜日の場合はそ

れ以前の平日）
問合 �保健所健康増進課こども健康・予防接種担当
　　☎（38)3331
区分〈いずれも申込制〉 対象 日程(2月)

プレママ教室 初めて母親になる方 19日㈪

ママサポ教室 初めて父親になる方とその妻 3日㈯･
5日㈪

離乳食講習会 4～6か月児の保護者※ 2日㈮

1歳児の食事と歯の教室 2017年2月・3月生まれの子と
保護者※ 27日㈫

※�第1子優先。対象の詳細はお問い合わせください

�
注目の日本型食生活で生活習慣病予防
かんたん土鍋炊きご飯と基本の和食づくり

日時 �2月6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 �24人〈申込制(先着)〉
申込 �2月2日㈮までに☎で
ほか �費用400円。調理実習あり
問合 �保健所健康増進課健康づくり担当☎(38)3331

�医師によるもの忘れ相談
日時 �2月13日㈫14時～17時
場所 �保健所医療相談室
申込 �随時☎で
問合 �保健所保健予防課保健対策担当☎(38)3315

�
体力づくり教室～ストレッチ体操
ウオーキング、ジョギングなど

日時 �2月15日・22日、3月1日・8日のいずれも木曜日9時30
分～11時30分(全4回)

場所 �総合体育館
対象 �市内在住・在勤で40歳以上の方40人〈申込制(先着)〉
申込 �1月18日㈭～総合体育館窓口で
ほか �費用500円(全4回分)を申込時に持参
問合 �総合体育館☎(82)7175

がん集団検診～胃・大腸・乳（マンモグ
ラフィ)・子宮がん

日時 �3月3日㈯
場所 �保健所講堂
申込 �1月26日㈮～〈申込制（先着）〉
問合 �保健所健康増進課健康づくり担当☎(38)3331

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2018（平成30）年3月31日現在
※　�次のいずれかに該当する方はがん集団検診の費用が免除になりま
す。（A）75歳以上（昭和18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

�かかりつけ医・歯科医・薬局を持ちましょう
　かかりつけ医・歯科医・薬局は、日常的に医療を行う
だけでなく健康の悩みや不安をいつでも気軽に相談でき、
病気の早期発見・治療にもつながる大切な存在です。近
くにどのような医療機関・薬局があるのかを確認し、自
分に合ったかかりつけ医・歯科医・薬局を持ちましょう。
問合 保健所地域保健課地域保健担当☎(38)3314

福祉
�
トネリコのだいしゅうごう～トネリコ展
覧会

日時 �1月27日㈯～31日㈬10時～15時（27日は11時～、31
日は14時まで）

場所 �イベントスタジオリベンデル(矢畑183)
内容 �アートを通して自己表現する「スタジオトネリコ」

を中心とした、アール・ブリュットの作品展
ほか �詳細はスタジオトネリコHP参照。駐車場なし
問合 �社会福祉法人翔の会スタジオトネリコ☎(75)0033

日比野・鈴木

�
転倒予防教室～ストレッチ、簡単な筋力
運動、介護予防の話、ちがさき体操など

対象 �市内在住で65歳以上の方
ほか �費用1回200円。運動しやすい服・靴着用。飲み物

持参。病気の方は主治医へ相談。申し込み不要
問合 �高齢福祉介護課支援給付担当
日程（2月） 時間 場所
1日㈭ 10時～12時 茅ヶ崎地区コミュニティセンター※

2日㈮ 10時～12時 小和田公民館
14時～16時 香川公民館(10月中止分の振替)

6日㈫ 10時～12時 パルバル湘南スポーツクラブ※

�7日㈬ 14時～16時 青少年会館
14時～16時 福祉会館

8日㈭
10時～12時 さがみ農協茅ヶ崎ビル
14時～16時 ダンロップスポーツクラブ茅ヶ崎店※
14時～16時 松浪コミュニティセンター

11日(日・祝) 9時30分～11時30分 汐見台パシフィックステージ※

13日㈫ 14時～16時 ハマミーナまなびプラザ体育室※
14日㈬ 10時～12時 鶴嶺西コミュニティセンター
15日㈭ 14時～16時 鶴が台団地集会所※
16日㈮ 14時～16時 高砂コミュニティセンター

18日㈰ 10時～12時 茅ヶ崎たすけあいひろばぽかぽか※
10時～12時 松林ケアセンター※

20日㈫ 10時～12時 萩園いこいの里

21日㈬ 10時～12時 小和田地区コミュニティセンター※
10時～12時 浜須賀会館

22日㈭ 10時～12時 しおさい南湖

23日㈮

10時～12時 鶴嶺東コミュニティセンター
14時～16時 海岸地区コミュニティセンター※
10時～12時 香川公民館
14時～16時 香川公民館

27日㈫ 10時～12時 コミュニティセンター湘南

28日㈬ 10時～12時 小出地区コミュニティセンター※
14時～16時 鶴嶺公民館

※印の会場は上履き持参

�
茅ヶ崎市戦没者追悼式
①平和の礎での自由参拝②式典

日時 �2月3日㈯①9時～10時（荒天中止）②11時～12時
場所 �市役所分庁舎コミュニティホール

◆ 　　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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【お詫びと訂正】　広報ちがさき12月15日号1面掲載の「介護を地域で支え合う」の記事で2016年の要支援認定者数と75歳以上の割合に誤りがありました。お詫びして訂正いたします。
誤　要支援者認定者数　3212人、75歳以上の割合　12.0%　正　要支援者認定者数　3200人、75歳以上の割合　11.9%� 【高齢福祉介護課支援給付担当】

〈丸ごと博物館まち歩き「懐
ふところ

島
じま

郷
ごう

を歩く」〉　日時 12月13日㈬9時30分～12時30分（雨天延期12月20日㈬）内容 ちがさき丸ごと博物館アクションプロジェクト・ガイド部会の案内によ
るまち歩き定員 20人〈申込制(先着)〉申込 11月20日㈪～☎でほか市役所集合� 【社会教育課文化財保護担当】



佐川光晴さん（さがわみつはる）プロフィール
1965年東京都生まれ、茅ヶ崎育ち(鶴が台小、鶴が台中、茅ケ崎北陵高)。
北海道大学法学部卒業。2000年「生活の設計」で第32回新潮新人賞受賞。
『ジャムの空壜

びん

』、『家族芝居』、『虹を追いかける男』など著書多数。2011
年『おれのおばさん』で第26回坪田譲治文学賞受賞。

　請求期間を過ぎると第十回特別弔慰金を受けることができなくなりますのでご注意くださ
い。請求手続きや必要書類など、詳細は市役所福祉政策課へお問い合わせください。

【福祉政策課福祉政策担当】
○支給対象者
　�　戦没者等の死亡当時のご遺族で、2015年4月1日（基準日）において、「恩給法による公務
扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」などを受ける方（戦没者等の妻
や父母など）がいない場合、次の順番による先順位の遺族1人に支給されます。
　1.��2015年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
　2．戦没者等の子
　3．戦没者等の①父母�②孫�③祖父母�④兄弟姉妹
　　�※��戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしていたかどうか

により、順番が入れ替わります
　4．上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族（甥、姪など）
　　�※�戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります
○支給内容　額面25万円、5年償還の記名国債
○請求期間　2015年4月1日～2018年4月2日
　2020年4月1日を基準日とする特別弔慰金は、2020年4月1日から請求受付を開始する
予定です。

　「本がだいすきプロジェクトちがさき」の一環として、
作家の生の声を聞くことで読書に興味を持ってもらうた
め、茅ヶ崎ゆかりの作家である佐川光晴さんの講演会
『茅ヶ崎とわたし』を開催します。これまでの創作活動、
創作秘話などを講演します。

【図書館☎(87)1001】
日時　3月3日㈯
　　　13時30分～15時30分(開場13時)
場所　図書館第1会議室
定員　50人〈申込制(先着)〉
申込　1月30日㈫～

佐川光晴さん講演会
茅ヶ崎ゆかりの作家戦没者等の遺族に対する

第十回特別弔慰金
請求期限は
4月2日㈪
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市HPから市長へ直接メールを送ることができます

（6面へ続く）

ほか �①送迎バスあり5人〈申込制（先着）。1月19日㈮まで。
9時市役所本庁舎前ロータリー発、10時平和の礎発〉

問合 �福祉政策課福祉政策担当

�
会議室用磁気ループの利用体験（どなたで
も参加可）

日時 �2月9日㈮・10日㈯①10時～②11時～③13時30分～
④14時30分～(10日は①②のみ)

場所 �市役所本庁舎議場
内容 �磁気ループを使用し、補聴器に直接音を届ける仕

組みで雑音の少ない鮮明な音声を聞く
申込 �2月2日㈮まで
問合 �高齢福祉介護課生きがい創出担当

�
市自立支援協議会の当事者部会
当事者部会員を募集

内容 �障害のある方同士で話し合い、住みやすい茅ヶ崎
を目指す「当事者部会」の部会員を募集

対象 �市内在住で障害のある方若干名〈申込制（選考）〉
申込 �1月26日㈮までに申込書（市役所障害福祉課で配布

中）を持参
ほか �年3回、2年任期。謝礼などはなし。詳細は市HP参照
問合 �障害福祉課障害者支援担当

生活
�
市民大楽まなびーな「みそづくりセミナー」
安心安全な食材とみそ作りキットを使って

日時 �2月12日㈪、3月12日㈪いずれも10時～12時
場所 �ハマミーナまなびプラザ調理室・会議室
講師 �加藤イセ子さん(まなびの市民講師)
対象 �20歳以上の方各15人〈申込制(先着)〉
申込 �1月15日㈪～☎090(2202)6416加藤へ
ほか �費用2000円
問合 �文化生涯学習課生涯学習担当

�料理初心者でも簡単に～男の料理教室
日時 �2月16日㈮10時～11時30分
場所 �茅ヶ崎地区コミュニティセンター
内容 �自宅で簡単にできる手作りみそ仕込み。みそ汁と

おにぎりの試食あり
対象 �市内在住の男性10人〈申込制(先着)〉
申込 �1月15日㈪～
ほか �費用1000円
問合 �茅ヶ崎地区地域包括支援センターゆず☎(84)5830

�
新しいオトナ世代セミナー～セカンド
トラックからはじめる三つのイイこと

日時 �2月17日㈯10時～12時（9時30分開場）
場所 �市役所本庁舎会議室1
内容 �今までの自分を活かし次世代を育てる、地元に「イ

イこと」をするヒントを探る（ブース出展あり）
講師 �澤岡詩野さん（ダイヤ高齢社会研究財団主任研究員）
対象 �50歳以上の方60人〈申込制（先着）〉
申込 �2月16日㈮までに☎で(住所・氏名・年齢・電話番

号を記入し、 (87)8118または kikaku@city.chi
gasaki.kanagawa.jpも可)

問合 �企画経営課長寿社会推進担当

�
不用品バンク（12月22日現在）
（不用品バンクは2019年3月で終了）

●不用品バンクは、無料のみ対象。詳細は市HP参照
〈ゆずります〉簿記3級の本▷花瓶〈ゆずってください〉萩
園中学校女子制服一式▷円蔵中学校男子制服一式▷円

蔵中学校男子ジャージ▷ダイニングテーブル▷ミシン
▷パソコンカラーモニター▷紙パンツ用パット▷リハ
ビリパンツ▷畳カーペット
問合 �市民相談課消費生活センター

文化・歴史
�
みんなで体験ワークショップ
「ピアノで遊ぼう！」美しいメロディーのヒミツ

日時 �2月25日㈰11時～・14時～
場所 �総合体育館
講師 �中川賢一さん（ピアニスト）
対象 �5歳以上の方各20人〈申込制（先着）〉
ほか �費用5歳～高校生500円、一般800円、親子ペア

1000円
問合 �市民文化会館仮事務所☎（85）1123

市民参加・市民活動
�みどりの基本計画改定に伴う意見交換会

日時 �2月2日㈮19時～、2月3日㈯10時～
場所 �市役所分庁舎D会議室
問合 �景観みどり課みどり担当

�市民と市長の対話集会
日時 �2月3日㈯13時30分～16時30分
場所 �男女共同参画推進センターいこりあ
問合 �市民と市長の対話集会をすすめる会☎（82）5587村中

�
最新！情報セキュリティを知る～
改正個人情報保護法で必要なコト

日時 �2月10日㈯14時～16時
場所 �ちがさき市民活動サポートセンター
講師 �会

あい

田
だ

和弘さん（認定NPO法人イーパーツ常務理事）
定員 �30人〈申込制（先着）〉
申込 �1月10日㈬～☎で（ちがさき市民活動サポートセン

ターHPも可）
ほか �費用500円（資料代）
問合 �ちがさき市民活動サポートセンター☎（88）7546

�
子どもに伝えたい！�スマホ・SNSの使い方
大人にできるサイバー犯罪予防法

日時 �2月21日㈬10時～12時
場所 �男女共同参画推進センターいこりあ
講師 �県警察本部サイバー犯罪対策課情報セキュリティ

アドバイザー
定員 �50人〈申込制(先着)〉
申込 �開催直前までに☎で（市HPも可）
ほか �託児6か月～未就学児10人〈申込制（先着）。2月14

日㈬までに男女共同参画課へ〉
問合 �教育政策課教育政策担当、男女共同参画課男女共

同推進担当☎(57)1414

�地域コミュニティ審議会委員を募集
人数 �2人以内
対象 �市内在住・在勤・在学の方（他の付属機関の委員

である方、任期が続けて3期を超える方、市議会
議員・市職員を除く）

内容 �認定コミュニティが公益増進のために行う取り組
みや支援に関し調査審議、答申などを行う

任期 �5月から2年間（予定）
会議 �年間3回程度

報酬 �日額1万円
申込 �2月1日㈭～3月2日㈮（必着）に申込書（市役所市民

自治推進課・市政情報コーナー、小出支所、市民
窓口センター、市民活動サポートセンターで配布
中。市HPで取得も可）を持参（ (87)8118も可）

問合 �市民自治推進課地域自治担当

�地区まちぢから協議会で公募委員を募集
内容 �各地区まちぢから協議会で開催される総会、運営

委員会などへの参加(月1回程度)
対象 �各地区在住で地域課題を協議・検討していただけ

る方〈申込制(選考)〉
申込 �下表のとおり
募集期間 募集地区 配布・受付場所

1月15日㈪～
2月14日㈬

海岸 海岸地区コミュニティセンター
湘南 コミュニティセンター湘南
小和田 小和田地区コミュニティセンター
小出 小出地区コミュニティセンター

小出支所(配布のみ)

2月1日㈭～
28日㈬

南湖 南湖会館
鶴嶺東 鶴嶺東コミュニティセンター(配布のみ)
松林 松林公民館

※市役所市民自治推進課でも配付・受付
ほか �選考は地区ごと。詳細は申込書の募集要領を参照
問合 �各地区まちぢから協議会、市民自治推進課地域自

治担当

�茅ヶ崎市教育基本計画審議会の委員を募集
人数 �2人
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 �市の教育に関する基本計画の策定と当該計画に基

づく施策の推進に関する事項の調査・審議
任期 �5月から2年間
会議 �年6～8回程度
報酬 �日額1万円
申込 �1月29日㈪～2月13日㈫(必着)に応募用紙（市役所

教育政策課・市政情報コーナー、小出支所、青少
年会館、各公民館、各市民窓口センターなどで配
布中。市HPで取得も可）と課題論文を〒253-8686　
茅ヶ崎市役所教育政策課へ（ kyouikuseisaku@
city.chigasaki.kanagawa.jpも可）。詳細は応募
用紙参照

問合 �教育政策課教育政策担当

�春の市民まつり(4月22日開催)の参加募集�
内容 �①模擬店②フリーマーケット③ステージ④ボラン

ティア
対象 �①③市内に所在地がある市民活動団体など②市内

在住・在勤・在学の個人①50団体②45区画③20団
体④20人程度〈いずれも申込制（抽選）〉

申込 �①～③1月29日㈪10時～17時、1月30日㈫～2月2日㈮
に申込書（1月12日㈮～市役所市民自治推進課で配
布。市HPで取得も可）を持参（整理券を配布）④1月
29日～3月2日㈮に申込書（同上）を持参

ほか �①③市民活動団体登録者は参加の優先あり。詳細
は募集要項（1月12日～市役所市民自治推進課で配
布。市HPで取得も可）を参照

問合 �春の市民まつり実行委員会（市民自治推進課地域
自治担当）
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【お詫びと訂正】　広報ちがさき1月1日号8面欄外に掲載の「人口・世帯数」における基準日に誤りがありました。お詫びして訂正いたします。
誤　（2017年（平成29年）11月1日現在）　正　（2017年（平成29年）12月1日現在）� 【秘書広報課広報担当】



 中間評価を公表 今後は五つの課題に重点

　地域福祉を推進するため、茅ヶ崎市社会福祉協議会と
ともに「みんながつながる ちがさきの地域福祉プラン」

（以下、本計画）を2015年3月に策定しました。今年度は本計画の中間年であることか
ら、基本理念の実現と着実な推進を図るため中間評価を実施しました。
　達成状況は、設定した26指標のうち10指標が達成となりましたが、計画全体とし
て大きく右記の五つの課題が明らかとなりました。中でも市内の福祉団体では活動
者の高齢化が進み、担い手不足が問題となっており、日常生活にさまざまな課題を
抱えた方を支援するためにも、新たな担い手の確保が必要となっています。
　また、市民のみなさんからの相談の内容も多様化、複雑化しています。
　今後も問題の解決のため、地域住民や関係機関等、多様な主体との連携を強化し、
目標の達成に向け継続して取り組みます。
※ 中間評価結果は市 HP 、市役所福祉政策課で配布中

【福祉政策課福祉政策担当】

今後の方向性
●現行の計画の枠組みにおいてのキーワードに関連する取り組みの充実
●今後の社会状況の変化による福祉ニーズの多様化、複雑化への柔軟な対応
●中間評価の過程で得られたデータの分析によるキーワードを意識した指標の達成と推進

・ SNSなど、各世代に合わせた効果的な方法での
情報提供

・ セカンドライフでの地域デビューを支援するた
めの取り組みの実施

・ 地区懇談会など、地区の今後のあり方を話し合
う機会の提供や支援

・ 地区ごとにアセスメントを行い、その実情に合
わせた相談支援体制の構築に向けた支援

・ ボランティア活動者等と専門職が連携できる体
制構築に向けた支援

周知・啓発

担い手不足

つながりづくり     
居場所づくり

はざ間・複合課題
への取り組み

連携強化

計画後半に向けての主な取り組み（例）課題
（キーワード）

中間評価（2017年度）

　2015年3月に策定。計画期間は2015～2020年度。市と茅ヶ崎市社会福祉
協議会が一体的に地域福祉の将来のあるべき姿を描き、地域福祉を具現化し
た具体的かつ実践的な行動計画です。

みんながつながる ちがさきの地域福祉プラン

地域福祉プラン
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まちづくり
�公の施設の指定管理者を指定

　施設の管理を行う、指定管理者が決定しました。
問合 施設名 指定管理者名 指定期間

① 茅ヶ崎市
柳島キャンプ場

柳島キャンプ場運営共
同事業体 1月～2022年3月

② 柳島スポーツ公園 茅ヶ崎スマートウエル
ネスパーク株式会社 2月～2038年3月

③

茅ヶ崎市
松林ケアセンター 社会福祉法人　慶寿会

4月～2022年3月茅ヶ崎市
元町ケアセンター 社会福祉法人　麗寿会

茅ヶ崎市
萩園ケアセンター 社会福祉法人　翔の会

問合 �①公園緑地課公園緑地担当②スポーツ推進課管理
担当☎(82)7136③高齢福祉介護課生きがい創出担当

�
空き家利活用シンポジウム
基調講演、グループディスカッションなど

日時 �2月18日㈰13時～16時
場所 �市役所分庁舎コミュニティホール
定員 50人〈申込制（先着）〉
申込 1月15日㈪～2月9日㈮に☎で
問合 �都市政策課住宅政策担当

採用・人事
�市役所の非常勤嘱託職員

職種 �①一般事務②広報編集業務③市民ギャラリー業務
④収集作業業務⑤診療報酬明細書点検業務⑥電話
交換業務⑦保健指導業務⑧総合案内業務⑨介護認
定調査業務⑩現場作業業務

人数 �①80人程度②～⑩若干名
対象 �いずれも満18歳以上の方。⑤⑦⑨は資格が必要
待遇 �日額①7250円他②7250円③5000円④8400円⑤1万

1000円⑥6960円⑦1万1550円他⑧8000円⑨1万1000
円⑩7000円(いずれも交通費別途支給。上限1回
400円）

採用 �4月1日(予定)
申込 �1月22日㈪～25日㈭に申込書（市役所職員課・市政

情報コーナーなどで配布中。市HPで取得も可）を
本人が持参

ほか �申込時に1次試験（小論文）を実施
問合 �職員課人財育成担当

�
教育委員会の非常勤嘱託職員
（学校教育指導課一般事務）

人数 �1人
対象 �18歳以上でパソコンの基本操作ができる方（高校

生不可）
待遇 �日額7250円（原則月～金曜日の9時～17時15分、年

間156日勤務）

採用 �4月1日～2019年3月31日
申込 �1月15日㈪～2月2日㈮に申込書（市役所学校教育指

導課で配布中。市HPで取得も可）を本人が持参
ほか �面接、小論文試験あり（2月上旬予定）
問合 �学校教育指導課指導担当

�
教育委員会の非常勤嘱託職員
（学校給食調理員）

対象 �18歳～54歳の方（定年は60歳、高校生不可）
待遇 �日額5445円（給食が実施される日で、週3日（年間約

120日）または週5日(年間約185日)。原則8時30分～
15時に市立小学校、学校給食共同調理場で勤務）

採用 �登録は申し込み後1年間とし、欠員時に選考して
雇用

申込 �随時。申込書（市役所教育総務課・職員課・市政
情報コーナーで配布中。市HPで取得も可）を本人
が教育総務課へ持参

問合 �教育総務課総務担当

�
教育センターの非常勤嘱託職員(一般事務)
事務補助、講師・来賓の接遇など

人数 �1人
対象 �18歳以上(高校生不可)でパソコンの基本操作がで

きる方
待遇 �日額5000円(原則平日の8時30分～17時のうち5時

間。年間204日程度)
採用 �4月1日～2019年3月31日(更新可)
申込 �2月14日㈬までに申込書（教育センターで配布中。

市HPで取得も可）を本人が持参
ほか �申込時に面接日（2月中旬頃）を指定。小論文試験

あり
問合 �教育センター研究研修担当☎(86)9965

�
公立保育園臨時職員①保育士②施設スタッ
フ（調理・用務）③ふれあい保育補助者

対象 �4月から勤務可能で①保育士資格を持つ方②③資
格不問

待遇 �①時給1120円(7～8時、18～19時は時給1170円)②
③時給980円①②勤務形態複数あり。詳細は市HP
参照

採用 �4月1日(予定)
申込 �2月16日㈮までに申込書(市役所保育課で配布中。

市HPで取得も可)を本人が持参
ほか �登録した方から随時選考（面接）。①②4月以前に

採用の可能性あり。詳細は市HP参照
問合 �保育課管理整備担当

�公民館・青少年会館の夜間管理業務員
人数 �各館若干名
対象 �18歳以上の方(高校生は不可)
待遇 �各館へ問い合わせ
採用 �2019年3月までの登録とし、欠員時に選考して雇用
申込 �2月28日㈬までに申込書(1月16日㈫～各館で配布)

を本人が持参

問合 �小和田公民館☎(85)8755、鶴嶺公民館☎(87)1103、
松林公民館☎(52)1314、南湖公民館☎(86)4355、
香川公民館☎(54)1681、青少年会館☎(86)9961、
海岸青少年会館☎(85)0942

寄付
〈市へ〉FVイーストジャパン株式会社＝48万1994円▷宗
教法人真如苑＝30万円▷湘南ヤクルト販売株式会社＝
10万7164円▷有限会社スズキ企画＝1万円▷ちがらじ＝
3322円▷茅ヶ崎ロータリークラブ＝茅ヶ崎市制施行70
周年茅ヶ崎市ホノルル市・郡姉妹都市締結3周年記念モ
ニュメント▷飯山比呂美＝南湖院送別会出席者名簿
〈太陽光発電設備普及啓発基金へ〉ちがさき環境フェア
2017梅田小学校古本回収プロジェクト売上金=4073円
▷ちがさき環境フェア2017設置募金箱=2559円

パブリックコメント
みなさんのご意見をお寄せください
〈資料配布〉市役所担当課、市内公共施設、市HP
〈意見の取り扱い〉個別の回答や意見内容以外の個
人情報の公表はいたしません
茅ヶ崎市教育基本計画第4次実施計画（素案）
　教育基本計画の基本理念、政策目標や施策目標を達
成するため、具体的事務事業を定める「教育基本計画第
4次実施計画（素案）」をとりまとめました。
期間 �1月27日㈯～2月27日㈫
公表 �3月(予定)
応募 �郵送（〒253-8686茅ヶ崎市役所教育政策課）、

(58)4265、資料配布場所、市HPで
問合 �教育政策課教育政策担当
第2期茅ヶ崎市国民健康保険データヘルス計画(素案)
　健診データや医療費情報を活用し、生活習慣病予防
と健康づくりの推進、健康寿命の延伸や医療費の適正
化を目指す保健事業計画を定めた第2期茅ヶ崎市国民
健康保険データヘルス計画を、第3期特定健康診査等実
施計画と一体的な計画としてとりまとめました。
期間 �1月27日㈯～2月27日㈫
公表 �3月(予定)
応募 �郵送(〒253-8686茅ヶ崎市役所保険年金課)、

(82)1197、資料配布場所、市HPで
問合 �保険年金課給付担当
茅ヶ崎市総合計画第4次実施計画（素案）
　まちづくりの指針となる「茅ヶ崎市総合計画基本構
想」に定めた政策・施策目標を達成するため、平成30～
32年度の具体的な事業内容を定めた総合計画第4次実
施計画（素案）をとりまとめました。
期間 �1月27日㈯～2月27日㈫
公表 �4月
応募 �郵送（〒253-8686茅ヶ崎市役所企画経営課）、

(87)8118、資料配布場所、市HPで
問合 �企画経営課企画経営担当

◆ 　　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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鶴嶺公民館
〒253-0071　萩園2028-55
☎（87）1103　 （87）1103

子育ての広場　カルガモ
日時 �1月25日㈭12時～16時
内容 �乳幼児と家族の憩いの場。14時～お

ばんばやしと遊ぼう
ニ ュ ー イ ヤ ー コ ン サ ー ト
地域で活動する方々による演奏会

日時 �1月27日㈯・28日㈰13時～�
小出川クリーンしながら
バ ー ド ウ オ ッ チ ン グ

日時 �2月3日㈯9時～12時
場所 �鶴嶺公民館集合・解散
定員 �15人〈申込制(先着)〉
申込 �1月18日㈭～
ほか �雨天時は公民館で講話とビデオ上映

￥ 小 学 生 陶 芸 教 室
日時 �2月4日㈰・18日㈰いずれも10時～12

時(全2回）
対象 �小1～6年生20人〈申込制(先着)〉
申込 �1月16日㈫～

￥シニアのためのミニ講座～遊々クラブ
楽 し い！ 美

お

味
い

し い！ こ ん に ゃ く 作 り
日時 �2月3日㈯9時30分～12時
内容 �生コンニャクイモから手作り
定員 �18人〈申込制(先着)〉

￥ 親子で味
み

噌
そ

作り講座
大豆から味

み

噌
そ

作りを体験
日時 �2月10日㈯10時～
対象 �5歳～小の親子9組〈申込制(先着)〉

南湖公民館
〒253-0061　南湖6-15-1　
☎（86）4355　 （86）4355

ひだまり(子育てサポート)
日時 �1月26日㈮、2月9日㈮いずれも10時

～14時
絵 本 と お 話 の 時 間

日時 �2月10日㈯11時～11時40分
卓 球 開 放

日時 �2月10日㈯13時～16時
シニアのためのスマートフォン体験教室

日時 �2月22日㈭13時30分～15時30分
講師 �KDDI㈱認定講師
定員 �20人〈申込制(先着)〉
申込 �1月24日㈬～

子 ど も の 広 場
じゃがいもを植えよう

日時 �2月24日㈯10時～11時
対象 �小と4月から小になる未就学児20人
〈申込制(先着)〉

申込 �2月2日㈮～
￥チャレンジいけばな「ひなまつり」

日時 �2月25日㈰10時～11時30分
講師 �松田光美さん(いけばな講師)
対象 �小以上の方15人〈申込制(先着)〉
申込 �2月4日㈰～

第33回南湖公民館まつり
日時 �3月3日㈯10時～17時、3月4日㈰10時

～16時
内容 �サークル活動発表・展示、子ども

パークなど
ほか �模擬店や地場野菜を使った南湖汁の

無料配布もあり

小和田公民館
〒253-0023　美住町6-20　
☎（85）8755　 （85）8788

復活！うたの広場パート2
日時 �1月31日㈬10時～12時
定員 �50人〈当日先着〉

子 ど も の 広 場
し か け カ ー ド づ く り

日時 �2月10日㈯10時～11時30分
対象 小以下

ち び っ こ 広 場
みんなで歌おうリトミック・工作他

日時 �2月14日㈬10時～11時30分

➡

申込すべて1月17日㈬～

➡

対象 �乳幼児と保護者
元気アップ！体操教室
3B体操 公民館で元気アップ

日時 �2月16日㈮10時～11時30分
定員 �20人〈当日先着〉

ハ ー ト を つ な げ よ う
視 覚 障 害 を 理 解 す る

日時 �①2月17日㈯②2月24日㈯いずれも10
時～12時

内容 �①点訳②録音の体験を通し、視覚障
害者に自分ができる支援を考える

講師 �①茅ヶ崎市点訳赤十字奉仕団②茅ヶ
崎録音ボランティアなかま

定員 �20人〈申込制(先着)〉
申込 �1月16日㈫～

大人の朝の過ごし方～朝活！ズンバ
日時 �2月21日㈬9時～10時
定員 �20人〈当日先着〉
ほか �Z

ズ　ン　バ

umbaサークルの「d
デ ィ ベ ル テ ィ ー ド

ivertido」が協
力
小 和 田 シ ネ マ ラ ン ド

「少女は自転車に乗って」
日時 �2月24日㈯13時30分～(13時開場)
定員 �50人〈当日先着〉

松林公民館
〒253-0018　室田1-3-2　　
☎（52）1314　 （52）1315

シ ネ マ 松 林
①「第三の男」②「カサブランカ」

日時 �①1月20日㈯9時30分～12時②2月17
日㈯13時30分～16時
子 育 て ホ ッ と 広 場

日時 �1月24日㈬10時～11時30分
サークル体験～子どもの見守りなどの
ボランティア体験してみませんか

日時 �1月25日㈭15時～17時
定員 �10人〈申込制(先着)〉
申込 開催日前日まで

子どもの広場～鬼のお面づくり
日時 �1月27日㈯10時～11時30分

￥ぴよぴよアトリエ～カッコいいぞ！
かわいいな！ゆびにんぎょうづくり

日時 �2月7日㈬10時30分～12時
対象 �1歳～未就学児と保護者10組〈申込制

(先着)〉
申込 �1月24日㈬～2月1日㈭

子どもお話会～小さい子向け
日時 �2月10日㈯11時～11時40分

乳 幼 児 健 康 相 談
日時 �2月15日㈭13時30分～15時

ままのLet’sチャレンジ～おやつ作り
日時 �2月16日㈮10時～12時
対象 �子育て中の母親18人〈申込制(抽選)〉
申込 �1月26日㈮～2月8日㈭
ほか �託児6か月～未就学児12人〈申込制

(先着)〉
￥プロから学ぶパンづくり

日時 �3月6日㈫9時30分～13時
講師 �石木亜由子さん(自家製酵母パンJ

ジ　ジ

iJi
店主)

定員 �10人〈申込制(抽選)〉
申込 �1月24日㈬～2月2日㈮
ほか �託児6か月～未就学児10人〈申込制

(先着)〉
応急手当講習会～心肺蘇
生 法、AED使 用 法 な ど

日時 �3月13日㈫10時～12時
定員 �20人〈申込制(先着)〉
申込 �2月12日㈪～

香川公民館
〒253-0082　香川1-11-1　
☎（54）1681　 （54）1681

か め さ ん の お う ち
日時 �1月24日㈬10時～13時
内容 �0歳～未就学児の親子が楽しむフ

リースペース
かがわこもれびプラザ
①かみしばい広場②将棋の広場

日時 �1月27日㈯①13時30分～14時②13時

30分～15時30分
対象 �幼児～中

あ そ び の 広 場
鬼のお面を作る、おはなし会

日時 �2月3日㈯13時30分～15時
対象 �小以下30人

卓 球 開 放
日時 �2月9日㈮15時～17時
対象 �小以上の方

プログラミングの広場
日時 �2月10日㈯10時～12時
対象 �小20人〈当日先着〉

上手に走ろう ！ ランニング教室
日時 �2月17日㈯10時～11時30分
定員 �15人〈申込制(先着)〉
申込 �1月17日㈬～

￥ 親 子 料 理 教 室
親子でひなまつり料理

日時 �2月17日㈯10時～13時30分
対象 �小1～6年生と保護者8組〈申込制(先

着)〉
申込 �1月18日㈭～

手 話 を 楽 し も う
日時 �①2月24日㈯10時～11時30分②3月10

日㈯13時～16時(全2回)
場所 �①香川公民館②総合体育館会議室、

梅田中学校
内容 �①手話を覚えよう②手話パフォーマ

ンスグループH
ハ　ン　ド

AND�S
サ　イ　ン

IGNのライブ
へ行こう

対象 �小10人〈申込制(先着)〉
申込 �1月20日㈯～

青少年会館
〒253-0045　十間坂3-5-37
☎（86）9961　 （86）9962

￥日本科学未来館とメガウェブ
(いずれも東京都江東区)見学

日時 �2月24日㈯8時30分～17時
対象 �小～高と保護者19人〈申込制(抽選)〉
申込 �1月23日㈫～28日㈰
ほか �マイクロバスで送迎

星 の 観 察 会
日時 �2月24日㈯18時～19時30分
対象 �小・中30人〈申込制(先着)。小は保

護者同伴〉
￥冬のお部屋をはなやかに！
フラワーアレンジメント教室

日時 �2月25日㈰10時～11時30分
内容 �ヨーロピアン風のフラワーアレンジ

メントに挑戦
対象 �小～30歳の方15人〈申込制(先着)。

小3年生以下は保護者同伴〉
￥ ま が 玉 を 作 ろ う

日時 �3月3日㈯10時～16時
対象 �小・中と保護者10組〈申込制(先着)〉

￥ 苔 玉 教 室
日時 �3月11日㈰13時30分～15時
対象 �小～30歳の方15人〈申込制(先着)。

小3年生以下は保護者同伴〉

海岸青少年会館
〒253-0055　中海岸3-4-1
☎（85）0942　 （85）0959

ふ れ あ い 絵 画 教 室
絵を描く基本を楽しく学ぶ

日時 �2月の毎週土曜日10時～12時(全4回)
対象 �小3年生～中10人〈申込制(先着)〉
申込 �1月17日㈬～

パークレンジャー37「横浜自然
観察の森で冬の生き物を探そう」

日時 �2月10日㈯9時～15時
場所 �横浜自然観察の森(横浜市栄区)
対象 �小・中17人〈申込制(先着)〉
申込 �1月16日㈫～
ほか �マイクロバスで送迎

￥フラワーアレンジメント
基礎を学びプレゼントに応用

日時 �2月17日㈯10時～11時30分
場所 �福祉会館

➡

申込すべて1月21日㈰～

➡

対象 �小～30歳の方10人〈申込制(先着)。
保護者参加可〉

申込 �1月19日㈮～

図書館
〒253-0053　東海岸北1-4-55
☎（87）1001　 （85）8275

映画会①一般向け②子ども向け
日時 �2月10日㈯①9時30分～②14時～
内容 �①「オール・ザ・キングスメン」(字

幕入り)②「日本の昔話�浦島太郎�全9
話」
お は な し 会 ① 小 学 生 向 け
②小さい子向け③赤ちゃん向け

日時 �①2月3日・10日・24日いずれも土曜
日15時～②2月14日㈬・28日㈬いず
れも15時～③2月21日㈬10時30分～
(受付10時～)
ミ ュ ー ジ ッ クDAY

「巴
パ

里
リ

のアメリカ人(字幕入り)」
日時 �2月17日㈯9時30分～

茅ヶ崎の民話上演「馬
ば

頭
と う

観
か ん

世
ぜ

音
お ん

」、「狐を化かした魚屋」
日時 �2月17日㈯14時～

￥楽しいフラワーデザイン～イースター
日時 �3月1日㈭10時～12時
講師 �吉澤光代さん(まなびの市民講師)
定員 �15人〈申込制(先着)〉
申込 �2月7日㈬～

図書館香川分館
〒253-0082　香川1-11-1
☎（51）4946

おはなし会～小さい子向け
日時 �2月17日㈯14時～

映画会「森はいきている」
日時 �2月24日㈯14時～

ゆかりの人物館
〒253-0054　東海岸南6-6-64
☎（81）5015　 （81）5015

語りとヴァイオリン演奏
「南湖院」の2つの物語

日時 �2月4日㈰13時30分～15時
場所 �多目的館
内容 �南湖院の賛美歌と江戸川乱歩の探偵

小説「蠢
うごめ

く触手」より
講師 �長谷川由美さん(湘南シレーネ)、早

房あかねさん(ヴァイオリン)
定員 �30人〈申込制(先着)〉
申込 �1月15日㈪～☎で市役所文化生涯学

習課へ

美術館
〒253-0053　東海岸北1-4-45
☎（88）1177　 （88）1201

美 術 館 講 座
よみなおし日本美術史

日時 �1月21日・28日、2月4日・18日、3月
4日・11日いずれも日曜日14時～15
時30分

場所 �高砂コミュニティセンター
内容 �江戸時代初期の絵画、工芸品などを

中心にわかりやすく解説
講師 �小川稔(美術館館長)
定員 �50人〈当日先着〉

￥ 春 季 収 蔵 作 品 展
期間 �2月11日㈰～3月18日㈰10時～17時

(入館は16時30分まで)
内容 �「花染め」をテーマに、10人の作家の

さまざまな作品を展示
￥〈ギャラリートーク〉
日時 �2月22日㈭、3月10日㈯14時～14時40分

第20回A
ア ー ト

RT A
オ ー ル

LL S
ス タ ー ズ

TARS
茅ヶ崎・寒川地区高校生アート展

期間 �2月11日（日・祝）～25日㈰10時～17時
(入館は16時30分まで。2月25日は15
時まで)

ち が さ き
◆�申込欄に詳細がないものは9時～（美術館は10時～）☎・来館で
◆￥があるものは有料
◆持ち物はお問い合わせください
◆小→小学生　㊥→中学生　高→高校生

2月の施設の休館日については8面をご覧ください

72018年（平成30年）1月15日号
No.1086



主な施設の の休館日2月
公民館、青少年会館、海岸青少年会館、
福祉会館、地域集会施設、文化資料館 5日・13日・19日・26日

図書館本館、図書館香川分館 5日・13日・15日・19日・26日
市民文化会館 2018年9月（予定）まで耐震補強、改修工事実施のため全館休館
美術館 5〜10日・13日・14日・19日・26日
ちがさき市民活動サポートセンター 21日
男女共同参画推進センターいこりあ 4日・11日・18日・25日
勤労市民会館 26日
開高健記念館、茅ヶ崎ゆかりの人物館 1日・5〜8日・13〜15日・19〜22日・26日〜28日
スポーツ施設 13日

　平成29年分の所得に係る所得税の確定申告と、市・県民税の
申告の受付が始まります。所得税は藤沢税務署で、市・県民税
は市役所で手続きを行ってください。

【市民税課市民税担当】

所得税の確定申告、市・県民税の申告
3月15日㈭までに申告を

　公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その公的年金等
の全部が源泉徴収の対象となる場合において、公的年金等に係る雑所
得以外の各種所得金額が20万円以下であるときは、所得税および復興
特別所得税の確定申告は不要です。ただし、所得税および復興特別所
得税の還付を受けるためには確定申告書の提出が必要です。また、確
定申告が不要であっても市・県民税の申告が必要な場合があります。

◆ 申告書や手引きの入手方法
　国税庁　で入手できます。1月29日㈪から市役所市民税課、小出支所、辻堂駅前・ハマ
ミーナ・香川駅前出張所と茅ヶ崎駅前・萩園市民窓口センターでも配布（１人１部。無くな
り次第終了）。必要な書類がない場合は藤沢税務署へ請求してください。
※ 下記の手続き変更により、医療費控除の封筒は配布されません。

◆ 医療費控除を受けるための手続きが変更
　平成29年分の確定申告から、領収書の提出の代わりに「医療費控除の明細書」の添付が必
要となりました。
○「医療を受けた人」、「病院・薬局」ごとに医療費を合計して記載します。
○医療保険者から交付を受けた医療費通知（医療費通知とは、健康保険組合等が発行する
 「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。ただし、平成29年
　分(1月～12月)の県内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。国民健康保険および後期高齢者医療制度の加入者で医療費控除を申請される方は、明
　細書を作成して申告してください。
○医療費の領収書は自宅で5年間保存する必要があります（税務署から求められたときは、提
　示または提出しなければなりません）。
〇ただし平成31年分までは、領収書の添付または提示でも申告することができます。

【医療費通知については保険年金課給付担当】

◆ 申告書にはマイナンバーの記載が必要
　平成28年分以降、所得税・復興特別所得税、消費税・地方消費税、贈与税の申
告書を提出する都度、マイナンバー(個人番号)の記載と、本人確認書類の提示ま
たは写しの添付が必要です。
〈本人確認書類の例〉
①マイナンバーカード(個人番号カード)のみ(番号確認書類と身元確認書類を兼
　ねています)
②通知カードなど 番号確認書類と運転免許証などの身元確認書類
※ 郵送の場合は①(表面、裏面いずれも)または②の写しを添付
※ e-taxの場合は、提示や写しの提出は不要

所得税・復興特別所得税の確定申告は藤沢税務署へ
　　　　　　　　　　　☎0466(22)2141
所得税・復興特別所得税の確定申告は藤沢税務署へ
　　　　　　　　　　　☎0466(22)2141

申告書作成会場
開設期間

2月13日㈫～3月15日㈭
9時～17時（受付8時30分～）

藤沢税務署での相談、提出

※ 土・日曜日を除く（2月18日㈰・25日㈰は開設）
※ 上記期間中、駐車場は使用できません
※ 混雑時には受付を早めに締め切ることがありますので
　 16時までにお越しください

日　　時

相談内容
・対象

場　　所

③市が行う簡易な確定申告書の
申告相談・提出

2月16日㈮～3月15日㈭の平日
9時～16時

（提出のみは9時～17時）

市役所本庁舎会議室2・3市役所本庁舎会議室2・3 茅ヶ崎商工会議所

9時30分～12時
13時～15時30分

10時～12時、13時～16時
※提出のみは受け付けません

1月29日㈪～2月2日㈮ 2月8日㈭

②税理士独自事業
「確定申告無料申告相談」①三税申告書作成指導会

年金受給者・給与所得者
の申告※

年金受給者・給与所得者の申告、個人の事
業税(住宅借入金特別控除を受ける場合、
土地、建物及び株式などの譲渡所得がある
場合を除く)、市・県民税の申告

年金受給者・給与所得者の
医療費控除の還付申告

藤沢税務署以外での相談、提出
記載された相談内容・対象以外は税務署で申告相談をしてください。

市・県民税の申告
市役所での相談、提出

市役所以外での相談、提出

日時 場所
市役所
市民税課
市役所本庁舎
会議室2・3
市役所本庁舎
会議室2・3

1月4日㈭～2月15日㈭の平日8時30分～17時

2月１6日㈮～3月15日㈭の平日9時～16時
（提出のみは17時まで）

2月25日㈰9時～16時

日程（2月） 場所
5 日㈪ ハマミーナまなびプラザ　※ 上履き持参
6 日㈫ 小和田公民館
7 日㈬ 香川公民館
8 日㈭ 鶴嶺公民館
9 日㈮ 松林公民館
13日㈫ 鶴が台団地集会所
14日㈬ 小出地区コミュニティセンター
15日㈭ 福祉会館

※ 時間はいずれも9時30分～15時
※ 駐車場が限られているため、お車での来場はお控えください

相談・申告にお越しの際のご注意
○申告に必要な書類、印鑑、電卓、筆記用具、マイナンバーに関する本人確認書類（③の会場ではコピー）をご持参く

ださい。
○還付申告をされる方は、申告者名義の金融機関口座が分かる資料をお持ちください。
○混雑時には相談の受付を早めに終了することがあります。
○茅ヶ崎商工会議所の駐車場は使用できません。また、市役所駐車場は混雑が予想されるため、お車での来庁は

お控えください。
○確定申告書の提出は税務署への郵送もご利用ください。

※【受付できない申告】総合課税の譲渡所得・配当所得の申告、事業所得・不動産所得・雑所得があり収
支内訳書を作成していない方、退職所得・土地・建物及び株式等の譲渡所得などの分離課税の申告、青
色申告、損失申告、雑損控除、住宅ローン控除の申告、更正の請求・修正申告、亡くなられた方の申
告、28年分以前の過去の申告などの複雑な申告相談。

（1）セルフメディケーション税制の創設（医療費控除の特例）（2）医療費控除に係る付属書類の見直し
平成30年度 市・県民税の主な税制改正 各改正の詳細は市　、または市役所市民税課までお問い合わせください

（仮称）茅ヶ崎市地域医療センター等
複合施設の建設工事開始

茅ヶ崎市洪水(想定最大規模降雨 相模川版)・土砂災害ハザードマップの再配布について
2019年4月
オープン

　現在の茅ヶ崎市地域医療センター（休日・夜間急患センター）は利用者が年々
増加しており、駐車場が不足していることやバリアフリーへの配慮が十分でな
いことなど、さまざまな課題を抱えています。
　そこで、2015年7月に再整備に関するパブリックコメントを実施、同年9月
に『（仮称）茅ヶ崎市地域医療センター等複合
施設整備基本方針』を策定し、茅ヶ崎市茅ヶ
崎3-994-3（右記参照）への移転準備を進め、
2019年4月にオープンします。2019年1月
まで、一般社団法人茅ヶ崎医師会が施工主と
なって建設工事が実施されます。工事期間中
はご迷惑をおかけいたしますが、ご理解ご協
力をお願いいたします。

なお、現在の地域医療センターは、2019年
3月まで引き続きご利用いただけます。

【保健所地域保健課地域保健担当☎(38)3314】

　2017年12月発行の茅ヶ崎市洪水（想定最大規模降雨 相模川版）・土砂災害ハザー
ドマップ(広報ちがさき12月15日号と同時に配布)の一部に、印刷の作業工程の不具
合により折り目部分から切れたり、裂けたりするということを確認しました。
　このため、ハザードマップの作成業者の責任において再印刷し、広報ちがさき2月
15日号と同時に再配布を予定しております。
　市民のみなさまにおかれましては、ご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し
上げます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【防災対策課防災担当】

市役所
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人　口▶	 240,790人	 （前月比17人増）

世帯数▶	100,435世帯	（前月比47世帯増）
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