
加入条件
①事業所単位の加入
　�茅ヶ崎市・藤沢市・鎌倉市内の事業所
で、中小企業※の事業主および従業員
（パートタイマーも可）の方
②個人加入
　�茅ヶ崎市・藤沢市・鎌倉市内在住で市
外の中小企業※に勤務し、勤務地に同種
の制度がない方

　※�常時雇用する従業員が300人以下の事業所

【雇用労働課雇用労働担当】しおかぜ湘南
　市が参画している「湘南勤労者福祉サービスセンター事業」は、単独では実施
が難しい中小企業や個人商店などの従業員等の福利厚生事業について、湘南勤
労者福祉サービスセンター（藤沢市藤沢）がさまざまな福利厚生サービスを提供
するものです。今年度は日帰りバス旅行、落花生＆サツマイモ掘り体験、東京
ディズニーリゾート「パーク・ファン・パーティ－」のほか、各種チケットあっ
せん、人間ドック受診料補助や宿泊補助などの事業を予定しています。福利厚
生でお困りの事業者は、ぜひご加入ください。

中小企業・個人商店の福利厚生をバックアップ

会費　1人月額500円（原則事業主が負担）

メリット
（１）事業主
　・�事務や経費の負担が少なく、従業員
の福利厚生の充実が図れる

　・�当事業の経費は、法人企業は損金、個
人企業は必要経費として計上できる

（２）従業員
　・�各種事業、施設を割引料金で利用できる
　・余暇活動を充実させることができる

加入の申し込み、お問い合わせは湘南勤労者福祉サービスセンターへ
☎0466（50）3900　月～金曜日（祝日を除く）8時30分～17時15分（1２時～13時を除く）

　自転車利用の割合が県内で1位の茅ヶ崎市。「自転
車のまち茅ヶ崎」の特長を生かし、自転車を利用し
て外に出かけて、楽しく健康になってもらうため、
キャンペーンを開催します。

【都市政策課交通計画担当】
日時　6月2日㈯（雨天延期6月3日㈰・24日㈰)
場所　イオン茅ヶ崎中央店　1階正面出入口フロア

自転車利用で健康増進・生活習慣病予防キャンペーン開催

自転車で来店し
買い物された方
や、アンケートに
回答いただいた
方にプレゼント
を差し上げます！
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（4面へ続く）

対象 �市内在住・在勤・在学の個人または市内で活動す
る市民活動団体①120区画②20区画（市民活動団体
に限る）③20人〈いずれも申込制(抽選)〉

申込 �5月25日㈮～6月5日㈫に申込書（5月18日㈮～市役所
市民自治推進課で配布。市HPで取得も可）を持参

ほか �①②5月25日～6月5日に市役所市民自治推進課で
整理券を配布

問合 �なんでも夜市実行委員会(市民自治推進課内)

�
市職員が行政施策や取り組みを紹介
市民まなび講座を利用してみませんか

日時 �年末年始を除く9時～21時(1講座原則2時間以内)
場所 �市内各所(利用者が用意)
内容 �7分野91講座のなかで行政施策や取り組みを紹介
対象 �市内在住・在勤・在学でおおむね10人以上の団体・

グループ〈申込制〉
申込 �担当課と講座内容、日時を相談後、利用希望日の

14日前までに申込書(市役所文化生涯学習課・各
担当課、各公民館で配布中。市HPで取得も可)を
持参

ほか �講師料や市が用意する資料は無料。その他の経費
は利用者の負担。詳細はパンフレット(文化生涯
学習課・各担当課、各公民館で配布中。市HPで取
得も可)参照

問合 �文化生涯学習課生涯学習担当

産業・雇用
�
街頭労働相談会
働く上での問題解決のための相談

日時 �5月22日㈫11時～17時
場所 �イオン茅ヶ崎中央店
ほか �相談員はかながわ労働センター湘南支所職員、社

会保険労務士
問合 �雇用労働課雇用労働担当

�
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9日㈯10時～12時
場所 �勤労市民会館
対象 �女性20人〈申込制(先着)〉
申込 �5月20日㈰～6月8日㈮のいずれも10時～☎で(勤労

市民会館HPも可)
ほか �託児3歳～未就学児12人〈申込制(先着)〉
問合 �勤労市民会館☎(88)1331

�
求人情報の見つけ方や企業調査の方法を学ぼう
仕事の探し方と企業研究講座

日時 �6月16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 �5月20日㈰～6月15日㈮のいずれも10時～☎で(勤

労市民会館HPも可)
問合 �勤労市民会館☎(88)1331

�
傾聴とは？豊かな人間関係を築くため
に聴く力を身につける講座

日時 �6月23日㈯9時30分～12時
場所 �勤労市民会館
定員 �20人〈申込制(先着)〉
申込 �5月20日㈰～6月22日㈮のいずれも10時～☎で(勤

労市民会館HPも可)
問合 �勤労市民会館☎(88)1331

�
復職支援�求職者のためのパソコン基礎講座
ワード編

日時 �6月26日㈫～29日㈮18時30分～21時30分(全4回)

場所 �勤労市民会館
対象 �40歳以上でパソコンの起動などの基本操作ができ

る方20人〈申込制(抽選)〉
申込 �6月18日㈪(必着)までに往復はがきに講座名、住

所・氏名・電話番号・年齢、パソコン貸し出し希
望の有無を記入し、〒253-0044新栄町13-32勤労市
民会館へ

ほか �パソコン貸し出し1日300円
問合 �勤労市民会館☎(88)1331

�一日看護体験
日時 �7月27日㈮8時30分～16時
場所 �市立病院
対象 �中学生以上の方30人〈申込制(先着)〉
申込 �6月8日㈮までに市立病院HPで
問合 �市立病院病院総務課経営総務担当☎(52)1111

税金・年金
�
固定資産税・都市計画税�第１期・軽自動
車税の納期限は5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)による納付ができます。また、納税には便利な口
座振替をご利用ください。口座振替は各納期の2か月
前までに金融機関にお申し込みください。なお、口座
振替日は納期限の日となりますので、預金残高の確認
をお願いします。また、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。なお、インターネッ
ト・モバイルバンキングの利用には、事前に金融機関
と、インターネットバンキングなどの利用契約が必要
です。
問合 �収納課総務担当・納税担当

�
軽自動車税納税証明書(継続検査用)
発行時の必要書類の変更

　6月1日㈮より、軽自動車税納税証明書(継続検査用)
の発行時には車検証(写し可)が必須となります。代理
人申請の場合は車検証(写し可)をお持ちでないと発行
できません。本人、市内在住で住民票上同一世帯の親
族の方であっても車検証(写し可)がないと発行できな
い場合があります。
問合 �収納課総務担当

�平成30年度市県民税課税証明・非課税証明書の発行
　平成30年度(平成29年分)の市県民税課税証明・非課
税証明書は、6月1日㈮から市役所市民課、小出支所、
各出張所、各市民窓口センターで発行します。証明を
請求できる方は、本人、市内在住で住民票上同一世帯
の親族、本人からの委任状などを持参した方に限りま
す。また、窓口に来た方の身分証明書(免許証など)の
提示が必要です。
問合 �市民税課市民税担当

�障害基礎年金を受給している方へ
　20歳前に初診日のある障害基礎年金を受給している
方は所得制限があるため、毎年7月に所得情報を日本
年金機構へ提供しています。所得が確認できない場合
(市・県民税が未申告になっているとき)は、年金の支
給が一時停止になることがありますのでご注意くださ
い。また、国民年金受給権者所得状況届の提出も所得

の申告と合わせて必要です。日本年金機構から6月下
旬に送付されますので、市役所保険年金課までご提出
ください。提出期限は7月31日㈫までです。
問合 �保険年金課年金担当

文化・歴史
�
日本文学朗読会～新美南吉�作「うた時計」、
久米正雄�作「握

お む す び

飯になる話」
日時 �5月29日㈫11時～
場所 �ハスキーズギャラリー
講師 �椿野枝さん、里村由実さん(朗読サロン「六花」)
ほか �費用500円(うち200円を市民活動げんき基金に寄

付)
問合 �ハスキーズギャラリー☎(88)1811

�
市民ふれあいプラザコンサート
フルートで伝える魔法のメッセージ

日時 �5月29日㈫12時15分～12時50分
場所 �市役所本庁舎市民ふれあいプラザ
内容 �出演�青木三

み き え

木栄(フルート)、片倉みな美(ピアノ)
問合 �市民文化会館仮事務所☎(85)1123

�
国木田独歩没後１１0年特別企画
独歩の時代と南湖院・茅ヶ崎館を歩く

日時 �6月9日㈯9時～12時30分(雨天延期16日㈯)
講師 �出発前解説�水沢不二夫さん(東海大学非常勤講

師)、ガイド�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)〉
申込 �5月15日㈫～☎で
ほか �費用200円(資料代)。中学生以下無料。市民ギャ

ラリー集合、茅ヶ崎館解散
問合 �国木田独歩没後110年茅ヶ崎実行委員会まち歩き

担当☎090(5313)3755加藤

�
まなびの市民講師自主企画講座
「茶の湯・お抹茶文化の体験」

日時 �6月23日㈯10時30分～12時・13時～14時30分
場所 �松

しょう

籟
らい

庵
あん

講師 �小松佳子さん(まなびの市民講師)
対象 �小学生以上の方各10人〈申込制〉
申込 �5月15日㈫～☎で小松へ(住所・氏名・年齢・連絡

先を記入し、 (86)3762で小松へも可)
ほか �費用各1000円
問合 �小松佳子☎(86)3762、文化生涯学習課生涯学習担

当

健康
�エイズHIV抗体の検査(即日血液検査)

日時 �5月22日㈫9時～10時30分
場所 �保健所相談室9
申込 �随時☎で(匿名・性別・年齢で申し込みも可)
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

�肝炎ウイルス検査B型・C型検査(血液検査)
日時 �5月22日㈫11時～11時30分
場所 �保健所相談室9
対象 �39歳以下で、過去に一度も検査を受けたことがな

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
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広告掲載のお申し込み・お問い合わせは秘書広報課へ

6/1（金）〜6/10（日）  10 日間


