
◆ 　　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

環境
薪
まき

ストーブの適切な使用を
　化石燃料を使用しないため、環境に優しい暖房とし
て注目されている薪ストーブですが、煙や臭いでご近
所トラブルの原因となっています。日頃の小まめな掃
除・点検を行い、乾燥した薪を使うなどの配慮をお願
いします。また、薪以外は燃やさないように注意して
ください。購入を検討している方は、煙突の位置や高
さなどについて近隣住宅への気配りをお願いします。
問合 �環境保全課環境保全担当

屋外焼却行為(野焼き)に注意
住みよい地域環境作りに協力を

　屋外焼却行為(野焼き)は、その煙が悪臭や大気汚染
の原因となり、周囲の生活環境に悪影響を及ぼすこと
があります。こうした焼却に対して「体調が悪くなっ
た」、「洗濯物に灰や臭いがついてしまう」、「火事にな
る危険性を感じる」などの苦情が市に多数寄せられて
います。屋外焼却行為(野焼き)は、法律や条例で原則
的に禁止されています。ごみは屋外で焼却せず分別を
行い、指定の曜日に指定された場所に出しましょう。
問合 �環境保全課環境保全担当

福祉
ひざしの丘「湘南つつみ苑祭」

日時 �12月15日㈯10時～14時
場所 �社会福祉法人ひざしの丘湘南つつみ苑
内容 �餅つき、模擬店、ステージパフォーマンスなど
問合 �湘南つつみ苑☎(53)2022

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 �12月20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

初心者の気功教室(全５回)
日時 �2019年1月11日・18日・25日、2月8日いずれも金

曜日10時～11時30分、2月1日㈮13時30分～15時
場所 �老人福祉センター
対象 �市内在住で60歳以上の方40人〈申込制(抽選)〉
申込 �12月18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200円
問合 �老人クラブ連合会☎(58)5281

初心者の朗読教室
日時 �2019年1月16日・23日、2月13日・20日いずれも水

曜日14時～15時30分(全4回)
場所 �老人福祉センター
対象 �市内在住で60歳以上の方20人〈申込制(抽選)〉
申込 �2019年1月7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1000円
問合 �老人クラブ連合会☎(58)5281

子育て・教育
ほめ方・叱り方の練習「ほしつ☆メソッド」
(3歳以上のグループ)

日時 �2019年1月8日・22日、2月5日・19日、3月5日いず
れも火曜日10時～12時(全5回)

場所 �男女共同参画推進センターいこりあ
対象 �3歳以上の子どもの保護者8人〈申込制(先着)〉
申込 �12月28日㈮までに☎で
ほか �託児6か月～未就学児〈申込制〉。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

平成30年度�茅ヶ崎市教育講演会
日時 �2019年1月19日㈯10時～12時
場所 �市役所分庁舎コミュニティホール
内容 �講演「親は子どもにとっての『安心基地』～人生の

土台を作る～」
講師 �遠藤利彦さん(東京大学大学院教授)
対象 �市内在住・在勤の方120人〈申込制(先着)〉�
申込 �12月17日㈪～2019年1月15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2歳以上10人〈申込制(先着)。2019年1月10日㈭まで〉
問合 �教育センター研究研修担当☎(86)9965�

子ども・子育て支援事業計画
20１7年度進捗状況

　市では、保育所等の整備や地域子ども・子育て支援
事業の実施についてのニーズ量を算出し、計画期間中
(2015年度～2019年度)の提供体制の数値目標を定め、
取り組みを進めています。このたび、2017年度進捗状
況をとりまとめました。詳細は市HPをご覧ください。
問合 �保育課保育推進担当

健康
市立病院作業療法士による出張講座
「認知症予防の運動～家でも運動しよう」

日時 �12月13日㈭14時～15時30分
場所 �鶴嶺西コミュニティセンター
定員 �100人〈当日先着〉
問合 �市立病院医事課医事担当☎(52)1111

血糖値が少し高め！今すぐできる食事法
健診結果がちょっと気になる方の栄養教室

日時 �12月20日㈭10時～12時
場所 �保健所講堂
対象 �40歳～74歳の方30人〈申込制(先着)〉
申込 �12月19日㈬までに☎で(市HPも可)
問合 �保健所健康増進課健康づくり担当☎(38)3331

がん集団検診～胃・大腸・乳(マンモグ
ラフィ)・子宮がん

日時 �2019年1月19日㈯
場所 �保健所講堂
申込 �12月12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2019(平成31)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(1944(昭和19)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

生活
コンビニ交付サービスの停止

　コンビニ交付サービスシステムのメンテナンス作業
のため、12月10日㈪・14日㈮・21日㈮いずれも12時～
23時、12月24日㈪の終日はサービスを停止します。な
お、予定が変更となる場合は市HPでお知らせします。
ご理解のほどお願いします。
問合 �市民課戸籍住民担当

１2月１１日㈫～20日㈭は
年末の交通事故防止運動実施期間

　「飲酒運転の根絶」、「歩行者(特に高齢者)と自転車の
交通事故防止」、「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」を重点に年末の交通
事故防止運動を実施します。「安全は�心と時間の�ゆと
りから」、「無事故で年末�笑顔で新年」をスローガンに
交通安全意識を高め、交通事故防止を徹底しましょう。
問合 �安全対策課安全対策担当

防災・消防
消防出初式～茅ヶ崎古式消防保存会のは
しご乗りや消防団の一斉放水演技など

日時 �2019年1月6日㈰9時30分～(雨天中止)
場所 �中央公園
問合 �消防総務課総務担当

ストーブ火災を防ぎましょう
　冬を迎え、ストーブなどの暖房器具の使用が始まり
ます。以下の点に注意してストーブ火災を防ぎましょ
う。○周りに燃えやすい物を置かない○洗濯物を乾か
すために使わない○就寝時や外出時は必ず火を消す○
給油は必ず火を消してから○布団やカーテンの近くに
置かない○定期的に点検し、少しでも異常を感じた場
合は使用しない
問合 �予防課予防担当

税金
指定金融機関派出所の取扱時間の変更

　2019年1月から市役所本庁舎内指定金融機関派出所
の取扱時間が9時～16時までになります。派出所の取
扱時間外(8時30分～9時、16時～17時)に市税等を納付
する場合は、会計課または各担当課の窓口で受け付け
ます。市役所内派出所または会計課窓口で納付される
場合は納入通知書(納付書)をお持ちください。また、
バーコードの記載のある納入通知書(納付書)はコンビ
ニエンスストアでの納付もできます。
問合 �会計課会計担当

償却資産(固定資産)の申告は
20１9年１月3１日㈭まで

　固定資産税は土地や家屋の他、事業用の償却資産も
課税対象です。工場や商店の経営、駐車場・アパート
の貸し付けなどの事業を営んでいる個人や法人は、
2019年1月1日現在に所有する償却資産を2019年1月31
日までに申告してください(税務署への確定申告とは
異なる)。資産の増減がない場合や廃業・転出した場
合も申告が必要です。申告用紙は12月初旬に対象者へ
送付しますが、届いていない場合はご連絡ください。
なお、インターネットから地方税ポータルシステム(エ
ルタックス)を利用し、電子申告も可能です。
問合 �資産税課総務担当

スポーツ
A
ア ク ア ジ ム

QUAGYM�in�屋内温水プール
大きな水上アスレチックで遊ぼう

日時 �12月16日㈰9時～11時30分
場所 �屋内温水プール半面
ほか �小学3年生までは付き添いの方の入水が必要。詳

細は市HP参照
問合 �屋内温水プール☎(84)1144原田

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 �①2019年1月12日㈯18時～18時45分・18時45分～19
時30分、1月24日㈭9時～9時45分・9時45分～10時
30分②2019年1月9日㈬9時30分～10時30分、1月27
日㈰18時～19時

対象 �15歳以上の方各30人〈申込制(先着)。中学生不可〉
申込 �①12月22日㈯8時30分～②12月17日㈪9時～各施設

窓口または☎で
問合 �①総合体育館☎(82)7175②屋内温水プール☎(84)
　　1144

文化・歴史
太平洋戦争開戦の日講座

日時 �12月8日㈯10時～12時
場所 �市役所本庁舎会議室1
内容 �戦時下の茅ヶ崎の姿を写真で振り返り、戦争・平

和の意味を考える
講師 �栗田尚弥さん(茅ヶ崎市史編集員)
定員 �30人〈申込制(先着)〉
申込 �12月7日㈮までに☎で
問合 �文化生涯学習課市史編さん担当

①第29回茅ヶ崎市遺跡調査発表会
②茅ヶ崎市遺跡調査展示会

日時 �①12月9日㈰10時30分～16時20分(開場10時)②12月
7日㈮～12日㈬10時～18時(最終日は15時まで)

場所 �市民文化会館
内容 �①発掘調査の成果や下寺尾官衙遺跡群の最新調査

成果②発掘調査で出土した資料中心に展示
定員 �①400人〈当日先着〉
問合 �社会教育課文化財保護担当、文化・スポーツ振興

財団☎(85)1123

日本文学朗読会～森鷗外�作「心中」
日時 �12月11日㈫11時～
場所 �ハスキーズギャラリー
講師 �すみこさん(朗読サロン「風鈴草」)
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

オリジナル年賀状作りと茅ヶ崎ゆかりのすごろくあそび
日時 �12月16日㈰14時～16時
場所 �茅ヶ崎ゆかりの人物館

（6面へ続く）
茶室・書院「松

しょう

籟
ら い

庵
あ ん

」ブロック塀等の安全対策�市内公共施設等のブロック塀等の安全点検を行った結果、松籟庵のブロック塀の一部を改修します。工事期間は2019年3月～5月上旬
の予定です。建屋の改修は行わないため、期間中も通常通り利用できますが、大きな音が出る場合があります。ご理解、ご協力をお願いします。�【文化生涯学習課文化推進担当】
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