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誰もが将来へ希望を持てるまちへ
2019年度の施政方針を公表

佐藤光市長は市議会定例会初日の2月25日、2019年度施政方針演説を行い、市政運営の基本的な考え方を
明らかにしました。さまざまな事業を通じて、市民のみなさんが生き生きと日々を送り、誰もが将来への希望
や市民であることに誇りを持てるまちを目指します。


【企画経営課企画経営担当】

新たな発想による市政運営を目指して
今後訪れる人口減少や少子高齢化の進行により、市税収入が減少する一方、
高齢者福祉・子育て支援のための経費の増加が見込まれます。市ではこうした
変化に対応するため、従来の市政運営の固定観念から脱却した新たな発想で市
政の見直しを進めるとともに、子どもから高齢者までさまざまな立場の方々を
しっかりと支え、誰もが活躍できる活力あるまちづくりを進めます。

また昨年11月の佐藤市長就任を受け、2019年度の当初予算は行政の継続性

が重要であることを踏まえつつ、
「変えるべきところは変え、進化できるところ
は進化させる」という考えのもと、一部の事業費は当初予算に含めず、その中身
を精査した上で、6月の第2回市議会定例会で補正予算として提案する予定です。

2019年度に予定している主要な事業
ひとづくり
継続
拡充

212億1086万9000円

中学校給食の実施に向けた検討

子どもの未来応援対策

● 

新たな待機児童解消対策

● 

放課後児童健全育成事業・学びの

● 

場の創出事業・長期休暇対策事業

● 

● 

小・中学校空調設備整備 ※
うみかぜテラス（体験学習センター）
運営業務

その他の主な事業
●

地域福祉総合相談室設置運営事業

●

市立病院の経営健全化の推進

文化生涯学習プランの推進事業
（次期計画の策定）

●

特定健康診査・特定保健指導

●

一般介護予防事業

●

災害時の要配慮者と避難行動要支援者支援事業

暮らしづくり

76億2694万4000円

防災行政用無線整備更新事業

国の無線設備の規格変更に合わせるた
め、防災行政用無線の更新整備を実施し
ます。防災行政用無線は、地震、風水害
等の大規模な災害の発生時、または発生
する恐れがある時をはじめ、平常時の行
方不明者捜索などに使用されます。

危険ブロック塀等の解消に
向けた補助制度

避難路となる道路のさらなる安全性向
上と危険なブロック塀等の撤去を促進す
るため、所有者に対する補助制度を創設
します。

行政経営
継続

その他の主な事業
●

環境基本計画の進行管理・策定事務

●

粗大ごみ処理施設の整備

●

消防署本署の再整備

●

消防の広域化の検討

まちづくり
継続拡充
・
新規

地域医療センターの運営

スポーツ振興基本計画の推進（次期計画の策定）

※ 中学校の空調設備整備は2018年度に完了済み

継続

764億3212万円

平日・土曜日の夜間や日曜日、祝日、年末
年始に、応急的な初期救急診療を行っている
地域医療センターが、4月から新たな施設で診
療を開始します。茅ヶ崎医師会、茅ヶ崎歯科
医師会および茅ヶ崎寒川薬剤師会との連携を
強化し、さらなる地域医療の推進に取り組みます。（詳細は本紙6面に掲載）

その他の主な事業
●

地域づくり
継続

中学生の健全な成長と食育の重要性から、
完全給食の実施を目指して、課題抽出と課題
解決に必要な調査・研究を進め、市に適した
中学校給食のあり方を検討します。

●

総合計画基本構想におけるまちづくりの基本理念別

176億1024万円
その他の主な事業
●

住環境整備事業

●

みどりの基本計画推進事業

●

浜園橋橋りょう整備事業

●

中小企業経営安定支援事業

141億222万4000円

本庁舎跡地周辺整備事業

市役所旧本庁舎跡地には、地域の自然植
生に配慮しつつ、イベントスペースや大規
模災害時の対策スペースとして活用できる
広場を整備します。また、仮設庁舎跡地は、
周辺の公共施設と連携し、にぎわいを生み
出すため、
「民間による活用」と「収益性のある資産活用」の２つの視点から民
間事業者を活用した施設を導入します。
その他の主な事業
●

会計年度任用職員制度への移行に関する事務

（仮称）
公文書管理条例の制定

●

※施政方針の全文は、市内の主な公共施設や市
ご覧いただけます

で
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欄に詳細がないものは 問合 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

やなぎ や と

日時
場所
ほか
問合

環境

柳谷定例自然観察会

春の訪れを感じよう
3月24日㈰10時～12時
県立茅ケ崎里山公園
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
柳谷の自然に学ぶ会☎(88)5586、県立茅ケ崎里山
公園☎(50)6058
し みずやと

清
 水谷定例観察会(4月)

日時 4
 月7日㈰9時30分～
ほか 長袖・長ズボン・長靴着用。
市民の森駐車場集合。
毎週
問合

日時
内容
ほか

問合

火曜日に保全作業(草刈り、
落葉かきなど)を実施
清水谷を愛する会☎(83)3366平石
相模川沿いの自然環境を保全して

春の訪れを感じよう
4月14日㈰9時30分～11時30分
生物多様性のある河畔林にするための保全管理作
業(オドリコソウなどの生育地域の草取り)
長袖・長ズボン・帽子着用。軍手、鎌、飲み物な
どを持参。相模川堤防上集合(温水プール西側。
駐車不可)
相模川の河畔林を育てる会事務局☎(82)5587村中
か

はんりん

繁殖期のカラスに注意


6月ごろまではカラスの繁殖期です。この時期は、
卵やひなを守るために、巣に近づく人を威嚇し、攻撃
してきます。威嚇してきたら、刺激せず、帽子や傘で
頭部を保護しながら速やかにその場を離れてくださ
い。営巣場所が分かったら、巣立ちまでその場所へ近
づかないでください。カラスは鳥獣保護法で保護され、
許可を受けている場合などを除き捕獲や卵の採取はで
きません。なお、人身被害を防ぐためにやむを得ない
場合は、市が巣の撤去を行いますのでご相談ください。
問合 保健所衛生課環境衛生担当☎(38)3317

税金

2019(平成31)年度固定資産税縦覧・閲覧


縦覧制度は、固定資産税の納税者が自己の固定資産
の評価が適正かを判断できるよう、土地価格等縦覧帳
簿または家屋価格等縦覧帳簿を縦覧し、市内の他人の
土地や家屋の価格と比較できる制度です。また閲覧制
度とは、納税義務者は固定資産課税台帳のうち自己の
資産が記載された部分を、借地人・借家人などは使用
または収益の対象となる部分を閲覧できる制度です。
期間は縦覧・閲覧ともに4月1日㈪からで、縦覧のみ5
月31日㈮までです(閲覧の手数料は、縦覧期間中に限
り2019(平成31)年度分のみ無料)。対象や必要書類など

の詳細はお問い合わせください。
問合 資産税課総務担当
2019(平成31)年度固定資産関係の証明の発行は

4月1日㈪から
2019(平 成31)年 度 の 固 定 資 産 関 係 の 証 明 は、4月1
日㈪から市役所資産税課、小出支所、各出張所で発行
します。証明を請求できる人は、所有者本人、所有者
と住民票上同一世帯の親族(市内在住の方に限ります)、
所有者からの委任状または代理人選任届などを持参し
た人に限られます。交付申請の際は、窓口に来た人の
身分証明書(免許証など)の提示が必要です。
問合 資産税課総務担当

生活

不用品バンク(2月26日現在)

(3月で終了)
不用品バンクは、無料のみ対象。市 HP 参照
〈ゆずります〉
ベビー用ローチェア▷ベビー用ハイチェ
ア▷ベビー布団一式▷座布団▷手芸用バスケット▷石
油ストーブ▷ケース入りひな人形
〈ゆずってください〉
二段ベッド▷スケートボード▷ス
タンドミラー(全身姿見鏡)
問合 市民相談課消費生活センター

場所 勤
 労市民会館
定員 20人
〈申込制(先着)〉

申込 3月20日㈬～4月19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

図書館で雑誌スポンサー制度を実施

雑誌のスポンサーを募集
内容 雑誌を提供いただき、その雑誌の最新号のカバー
や雑誌架に広告を掲載
対象 企業および個人の事業者、公共的団体またはこれ
に類する団体
問合 図書館図書館担当☎(87)1001

市民参加・市民活動

茅ヶ崎南地区まちぢから協議会公募委員


対象 茅ヶ崎南地区の市民で、総会、運営委員会などに出

席し、地域の課題を協議・検討していただける方

申込 3月16日㈯～4月16日㈫に申込書(高砂コミュニティ

問合

市役所分庁舎コミュニティホールＣ会議室を閉鎖


市業務の執行に伴い、市役所分庁舎5階コミュニティ
ホールC会議室を4月8日㈪～2020年3月31日㈫の期間、
閉鎖します。ご理解、ご協力をお願いします。
問合 用地管財課管財担当

産業・雇用

日時
場所
内容
問合

日時
場所
内容
定員
申込
ほか
問合

茅ヶ崎アンドママコキッズフェスタ
子育て＆女性起業家応援まつり
4月2日㈫10時～15時
勤労市民会館
先輩起業家のワークショップ、キッチンカー出店
勤労市民会館☎(88)1331
就職支援「女性にとっての起業とは？第三弾」
働くことへ第一歩を踏み出しませんか
4月19日㈮10時～12時30分
勤労市民会館
起業方法や子育て中の仕事復帰への不安などを、
起業している先輩に座談会形式で質問
20人
〈申込制(先着)〉
3月20日㈬～4月18日㈭のいずれも10時～☎で(勤
労市民会館 HP も可)
キッズスペースあり(託児なし)
勤労市民会館☎(88)1331

就職活動支援
「人に伝わる文書の書き方講座」


日時 4月20日㈯9時30分～12時30分

人数
対象
任期
会議
報酬
申込

問合

センター、市役所市民自治推進課で配布中。市 HP
で取得も可)を申込書配布場所へ持参
茅ヶ崎南地区まちぢから協議会☎(57)0891(高砂コ
ミュニティセンター内)、市民自治推進課地域自
治担当
ちがさき男女共同参画推進プラン協議会委員

施策の推進に関する調査・審議・答申
4人以内
市内在住・在勤・在学で平日夜間の会議に出席可
能な方(他の審議会などの公募委員を除く)
6月から2年間
年8回程度
日額1万円
3月19日㈫～4月19日㈮に申込書(男女共同参画推
進センターいこりあ、市役所市政情報コーナーな
「男女共同
どで配布中。市 HP で取得も可)と小論文
参画の推進について」
(800字以内)を本人が持参
男女共同参画課男女共同推進担当☎(57)1414

平和を考える茅ヶ崎市民の会実行委員会委員


内容 平和のつどいやパネル展、講演会、平和事業での

啓発活動の企画運営など

対象 市
 内在住・在勤・在学の方
任期 4月～2020年3月

会議 月
 1回
申込 3月29日㈮までに申込書(市 HP で取得可)を持参
問合 男女共同参画課多文化共生担当☎(57)1414

子ども・子育て会議の市民委員


人数 3
 人以内
内容 茅ヶ崎市子ども・子育て支援事業計画の策定・推進

の審議や地域型保育事業の認可等の意見聴取など

広告掲載のお申し込み・お問い合わせは秘書広報課へ

（3面へ続く）

4/6（土）〜4/14（日） 9 日間

茅ヶ崎市の HP（パソコン用）URL http://www.city.chigasaki.kanagawa.jp/
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対象 市内在住・在勤・在学で平日昼間に会議に出席可
任期
会議
報酬
申込

ほか
問合

人数
対象

任期
会議
報酬
申込

ほか
問合

日時
場所
対象
申込
ほか
問合

能な方(他の審議会などの公募委員を除く)
6月から2年間
2019年度は年7回程度、2020年度は年4回程度
日額8000円
4月17日㈬(必着)までに申込書(3月18日㈪～市役所
保育課、各子育て支援センターなどで配布。市 HP
で取得も可)と小論文
「私が考える
「子育て支援」
」
(800字以内)を〒253-8686茅ヶ崎市役所保育課へ郵
送(持参も可)
会議開催時は託児あり。応募の中から3歳未満の
子どもの保護者1人以上を選考
保育課保育推進担当
市国民健康保険運営協議会委員

国民健康保険事業の運営に関する審査
4人
平日の会議に出席可能で任期中に本市の国民健康
保険に加入している方(市議会議員および他の審
議会などの公募委員を除く)
6月から3年間
年4回程度(平日)
日額1万1000円
3月29日㈮～4月19日㈮(消印有効)に申込書(市役所
保険年金課・市政情報コーナーなどで配布中。市
HP で取得も可)と作文
「国民健康保険に関する意
見、考えについて」(600字以内)を〒253-8686茅ヶ崎
市役所保険年金課へ郵送(持参も可)
応募多数の場合は、書類審査と年齢・地域・性別
要件で選考
保険年金課給付担当

防災・消防

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
①4月13日㈯13時30分～16時30分②4月21日㈰9時～12時
①小和田公民館②消防署北棟
市内在住・在勤・在学で中学生以上の方25人
〈申
込制(先着)〉
①3月15日㈮～4月5日㈮に小和田公民館☎(85)8755
へ②3月18日㈪～4月11日㈭に☎で消防指導課へ
受講者には修了証を発行
消防指導課消防指導担当☎(85)4594

福祉

元気講座～認知症予防体操
作業療法士による認知症予防の運動と講義
日時 3月30日㈯14時～15時
場所 萩園いこいの里
問合 萩園いこいの里☎(88)7513

2019年度福祉タクシー利用券の交付


日時 ①
 3月30日㈯～4月5日㈮②4月8日㈪～10日㈬
場所 ①市役所本庁舎市民ふれあいプラザ②市役所本庁

舎2階えぼし2
対象 市 内在住の身体障害者手帳(下肢・体幹・視覚・
内部障害の個別等級1～2級)をお持ちの方、知能
指数35以下または療育手帳(A1・A2)をお持ちの方
(施設入所、自動車燃料費の助成を受けている方
の利用不可)

ほか 印鑑、身体障害者手帳または療育手帳持参。小出

支所、各出張所での受け取りは1週間前までに市
役所障害福祉課へ事前連絡
問合 障害福祉課障害福祉推進担当

特別障害者手当・障害児福祉手当の申請


特別障害者手当・障害児福祉手当は下表の支給要件
に該当する方を対象とした手当で、専用の診断書が必
要です。詳細は市役所障害福祉課へご相談ください。

支
給
要
件

特別障害者手当

障害児福祉手当

著しい障害(身体障害者手帳1
級程度の障害が2つ以上重複し
ているなど)があり、日常生活
で常に特別な介護を必要とす
る方

著しい障害(身体障害者手帳1・
2級または療育手帳A1(知能指
数20以 下)な ど)が あ り、 日 常
生活で特別な介護を必要とす
る方

在宅で20歳以上の方

在宅で20歳未満の方

・施設に入所していない
・本人や扶養義務者などの所得が基準以下
3か月以上病院などに入院して 障害を支給事由とする公的年
いない
金を受けていない

支給額 月額2万6940円

問合 障害福祉課障害福祉推進担当

日の場合はそれ以前の平日)

対象

日程(4月)

プレママ教室

初めて母親になる方

ママサポ教室

初めて父親になる方と妻

離乳食講習会

4～6か月児をもつ保護者※ 11日㈭・25日㈭

1日㈪

2018年4・5月生まれの子ど
もと保護者※
※第1子優先。対象の詳細は要問い合わせ

6日㈯・8日㈪

22日㈪

問合 保 健所健康増進課こども健康・予防接種担当

内容
対象
申込
ほか
問合

日時
場所
講師
定員
申込
ほか
問合

ほか
問合

☎(38)3331
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
4月13日㈯10時～13時30分
男女共同参画推進センターいこりあ
妊娠期の食事と調理実習、簡単な離乳食の紹介
初妊婦の夫婦12組
〈申込制(先着)〉
4月11日㈭までに☎で
費用1組700円
保 健所健康増進課こども健康・予防接種担当
☎(38)3331
みんなでワイワイ楽しもう編み物初心者教室
かぎ針編みでグラニースクエアを作ろう
4月18日㈭9時30分～11時30分
茅ヶ崎ショッピングセンター1階未病対策スペース
津 田糸店編み物教室指導者、ヤーンボンビング
茅ヶ崎メンバー
20人
〈申込制(先着)。子連れも可〉
4月2日㈫～☎で
費用200円(材料代)
社会教育課社会教育担当

広告掲載のお申し込み・お問い合わせは秘書広報課へ

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)
5月10日・24日、6月7日・21日、7月5日いずれも金
曜日10時～12時(全5回)
男女共同参画推進センターいこりあ
3歳以上の子どもの保護者8人
〈申込制(先着)〉
4月26日㈮までに☎で
託児6か月～未就学児
〈申込制〉
。個別事前説明あり
こども育成相談課家庭児童相談室☎(82)1151

就学援助制度～学費の一部を援助


市では、市立の小・中学校に通うお子さんをお持ち
で経済的にお困りの方に、学用品や給食費、遠足代な
ど、学校生活でかかる費用の一部を援助しています。
就学援助を希望する方はご相談ください。
問合 学務課学事担当、各小・中学校

健康

日時
場所

ほか

申込 いずれも実施日の前日までに☎で(土・日曜日、祝

場所

申込

申込

保健所の講座


日時

対象

対象

子育て・教育

1歳児の食事と歯の教室

場所

月額1万4650円

支給月 2月・5月・8月・11月に前月までの3か月分を支給(年4回)

区分(いずれも申込制)

日時

3

問合

日時
場所
内容

問合

日時
場所
申込
問合

日時
場所
対象
申込
問合

日時
場所
対象

申込

ほか

①エイズの検査(即日検査)②肝炎ウィルス検査

B型・Ｃ型肝炎ウィルス検査(血液検査)
3月26日㈫①9時～10時30分②11時～11時30分
保健所相談室9
②39歳以下で過去に一度も検査を受けていない方
①随時☎で(匿名で年齢と性別のみの申し込み可)
②3月25日㈪までに☎で
①結果は約1時間後。判定保留の場合は再度来所
が必要
保健所保健予防課感染症対策担当☎(38)3315
献血にご協力を(400ml献血)

HP に掲載
追加実施の日程は市
4月1日㈪10時～12時・13時30分～16時
さがみ農協茅ヶ崎ビル南側
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
保健所地域保健課地域保健担当☎(38)3314
精神科医によるこころの健康相談
(精神保健福祉相談)
4月10日㈬・26日㈮いずれも14時～17時
保健所医療相談室
随時☎で
保健所保健予防課保健対策担当☎(38)3315
若々しく元気でいるための
体型と体力を維持する60歳からの食生活
4月11日㈭10時～12時
保健所講堂
50歳以上の方30人
〈申込制(先着)〉
4月10日㈬までに☎または市 HP で
保健所健康増進課健康づくり担当☎(38)3331
あなたに合うダイエットを見つけて続ける4か月
オーダーメードダイエット(春コース)
4月16日㈫・23日㈫・24日㈬、6月3日㈪・24日㈪、
8月20日㈫他いずれも主に午前中2～3時間程度
保健所、総合体育館他
59歳以下でBMI値(体重(kg)÷身長(m)÷身長(m))が
24.0～30.0までの方10人
〈申込制(先着)。全日程参
加できる方優先〉
3月15日㈮～☎または市 HP で
糖尿病・医師から運動制限を受けている人は不可。
（4面へ続く）

茅ヶ崎市の HP（パソコン用）URL http://www.city.chigasaki.kanagawa.jp/
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2019年（平成31年）3 月15日号

No.1114
◆

欄に詳細がないものは 問合 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

その他、通院中の人は主治医に相談

問合 保健所健康増進課健康づくり担当☎(38)3331

日時
場所
講師
対象
申込
問合

第2回中高年向け頻尿改善ヨガ・骨盤底

筋を鍛える
4月17日㈬10時～11時30分
茅ヶ崎地区コミュニティセンター
ヤスコさん(ヨガインストラクター)
中高年の方20人程度
〈申込制(先着)。高齢の方優先〉
3月15日㈮～4月10日㈬に☎で
茅ヶ崎地区地域包括支援センターゆず☎(84)5830
(8時30分～17時)

アルコール教室～グループディスカッション


日時 4
 月17日㈬14時30分～16時
場所 保健所第二会議室

対象 ア
 ルコール問題を抱えている方と家族
申込 4月16日㈫までに☎で

問合 保健所保健予防課保健対策担当☎(38)3315

日時
場所
内容
講師
定員
申込
問合

健康づくり講演会実は自分でできる腰痛ケア

専門家が教える慢性的な腰痛への新常識！
4月22日㈪14時～15時30分
市役所本庁舎会議室1・2
腰痛の原因となる姿勢や動きについて、症状の改
善と予防のためのトレーニングの紹介など
松 平浩さん(東京大学医学部附属病院22世紀医療
センター特任教授)
100人
〈申込制(先着)〉
3月15日㈮～☎または市 HP で
保健所健康増進課健康づくり担当☎(38)3331

まちづくり

適切な市有地の管理に協力を
道路・水路の無断占用は禁止
〈禁止行為〉○市有地に常時駐車する、プランターや乗
り上げブロックなどを置く○道路・水路境界を越境し
て草木を茂らせる○道路・水路境界を越境して商品陳
列や露天商を行う○土砂や廃棄物などを投棄・放置す
る○市有地を許可なく自分の敷地のように利用する
〈占用〉市有地の占用が可能な場合があります。道路の
占用は市役所道路管理課、水路の占用は下水道河川管
理課へご相談ください。
〈払い下げ〉現況機能していない道路や水路は、不用な
財産の有効活用の視点から、積極的に払い下げを進め
ています。払い下げは建設総務課へご相談ください。
問合 道路管理課管理担当、下水道河川管理課河川水路
担当、建設総務課総務担当

スポーツ

太極拳初心者講習会


日時 4月3日㈬～5日㈮9時30分～12時

場所 総
 合体育館
対象 市内在住・在勤・在学の初心者30人
〈申込制(先着)〉
申込 3月30日㈯までに☎で(住所・氏名・電話番号を記

入し、 (86)9648も可)
ほか 費用1500円
問合 茅ヶ崎太極拳協会☎(86)9648深井

JR茅ケ崎駅集合・解散

問合 茅ヶ崎万歩クラブ☎090(2497)8972石田

市民春季ソフトテニス大会(ダブルス)


日時 4
 月21日㈰9時～(予備日4月28日㈰)
場所 茅ヶ崎公園庭球場

内容 一般男子・女子、シニア45男子・女子、シニア60

初心者バレーボール教室


男子・女子

日時 4月10日・17日、5月8日・22日、6月5日・19日いず

対象 市内在住・在勤・在学で高校生以上または茅ヶ崎

場所 総
 合体育館
対象 市内在住・在勤・在学で初心者の女性
〈申込制〉

申込 4月7日㈰(必着)までに、はがきに種目・ペアの氏名・

れも水曜日9時30分～11時30分

申込 随
 時☎で
問合 茅ヶ崎ママさんバレーボール連盟☎090(4841)6628

諏訪本
春期オープン教室～予約不要

ワンコイン500円でできる運動教室
定員 各20人
〈当日先着〉
場所

内容

総合体育館

日時

体幹トレーニング 4月15日・22日、5月20日・
(姿勢調整)
27日、6月17日、7月1日
いずれも月曜日9時15分
～10時15分・10時45分～
11時45分
ヨガ＆ストレッチ 4月25日、5月9日・23日、
6月6日・20日、7月4日・
18日 い ず れ も 木 曜 日
19時～20時

市体育館

リズム運動＆体幹 4 月 2 3 日 、 5 月 7 日 ・ 2 1
トレーニング
日 、 6月4日・18日、7月
2日いずれも火曜日19時
30分～20時30分

ヨガ＆ストレッチ 4月19日、5月10日・17日・
31日、6月14日・28日、
7月12日いずれも金曜日
9時30分～10時30分・
10時50分～11時50分
ちょ きん
茅ヶ崎公園野球場 貯筋ステーション 4月17日、5月1日・15日・
29日、6月12日・26日、
会議室
7月10日いずれも水曜日
13時～14時
問合 総合体育館☎(82)7175

日時
場所
定員
申込
ほか
問合

日時
ほか

大岡越前祭チャリティーゴルフ大会
18ホールストロークプレー(新ぺリア方式)
4月18日㈭
湘南シーサイドカントリー倶楽部
60人
〈申込制(先着)〉
3月29日㈮までに参加費3000円を茅ヶ崎市ゴルフ
協会(茅ヶ崎商工会議所内)へ持参
費用2万520円(昼食、1ドリンク付きパーティー含む)
茅ヶ崎市ゴルフ協会☎(58)1111
茅ヶ崎万歩クラブ
我が街茅ヶ崎を歩く(約11㎞)
4月21日㈰9時～
参加費500円(入園料等は別途)。詳細は市 HP 参照。

ソフトテニス協会が認めた方

年齢・代表者の電話番号を記入し、〒253-0061南
湖5-9-30茅ヶ崎ソフトテニス協会越地聡へ郵送( 
(83)2577または茅ヶ崎ソフトテニス協会 HP も可)
ほか 費用1組2000円(高校生1000円)
問合 茅ヶ崎ソフトテニス協会☎(83)2577越地

市民わくわくテニス大会


日時 4
 月26日㈮9時～17時
場所 茅ヶ崎公園庭球場

内容 市内在住・在勤の方で1チーム8人(男女各4人)、8

申込
ほか
問合

日時
場所
対象
申込

ほか
問合

組のチーム対抗戦(当日組み合わせ、申し込み多
数の場合は抽選)
3月15日㈮～25日㈪に8人の氏名、
代表者氏名・連絡
先を記入し、 takako-m38@jcom.home.ne.jpへ
費用1人1000円
NPO法人バク・アップ・ネット☎080(4424)5010水野
春季市民テニス大会
ダブルス(男子・女子)
5月3日(金･祝)・4日(土･祝)・6日㈪(予備日5月18日㈯・
19日㈰・25日㈯)
茅ヶ崎公園庭球場
市内在住・在勤・在学または茅ヶ崎市テニス協会
加盟団体所属のペア150人
〈申込制〉
4月10日㈬17時(必着)までに申込書(茅ヶ崎市テニ
ス協会(元町14-1湘南インドアテニスクラブ内)で
配布中)を持参
費用1組3000円
茅ヶ崎市テニス協会☎(83)8888伊藤

健康ストレッチ体操教室(全8回)


日時 5
 月9日～6月27日の毎週木曜日13時～14時30分
場所 総合体育館

対象 市 内在住・在勤・在学で15歳以上の方60人
〈申込

制(先着)。中学生不可〉

申込 4
 月11日㈭8時30分～総合体育館窓口で
ほか 費用2000円(申込時に持参)
問合 総合体育館☎(82)7175

運動能力を育てるキッズ運動教室
①未就学児②小学1～3年生
日時 5月9日～6月27日の毎週木曜日①15時30分～16時

（5面へ続く）

市県民税・保険料の公的年金からの特別徴収
市県民税や保険料を公的年金から差し引く特別徴収には、年間額が決定す
る前の仮徴収と、決定した後の本徴収があります。各徴収額の通知時期は下
表のとおりです。

【①市民税課市民税担当②高齢福祉介護課保険料担当③保険年金課保険料担当・後期高齢者医療保険担当】
問合

通知内容

仮徴収額の通知時期

前年度の納税通知書（昨年6月
に送付）でお知らせ（前年度公
① 市 県 民 税 的年金等に係る年税額の約 6
分の1の額が年金支給時に徴
収）
〈継続で特別徴収〉
② 介 護 保 険 前年度2月の徴収額と同額の
ためお知らせなし

③

本徴収額の通知時期

その他

6月上 旬 に 納 税 通 知
書 で お 知 ら せ（ 年 税
額から仮徴収税額を
差 し 引 い た 額 の 約3
分 の1の 額 が 年 金 支
給時に徴収）

前年度中に特別徴収が
中止になった方で、今
年度再び対象になる方
や、新たに特別徴収の
対象となる方は6月・8
月は普通徴収、10月か
らは特別徴収

・8月分の仮徴収額は、
翌年度の徴収額を考慮
し、調整する場合あり
・国民健康保険の特別
〈4月または6月から特別徴収〉
国民健康
徴収は、75歳になる年
保
険 4月中旬までに仮徴収額決定 7月 中 旬 に 納 入 通 知
度から中止
通知書でお知らせ
書でお知らせ
〈8月から特別徴収〉
後
期
高 齢 者 6月中旬までに仮徴収額決定
医 療 保 険 通知書でお知らせ（介護保険
を除く）

こどもたいけん☆ワイワイまつり(こどたん)は、ものづくりや遊びを通し
て茅ヶ崎を知ることができる体験型イベントです。ぜひ遊びに来てください。
【ちがさき市民活動サポートセンター☎
（88）
7546】
日時
場所
ほか

3月30日㈯10時30分～15時
総合体育館
手話・筆記通訳あり。外履きを入れる袋、上履き持参。小学生以下は
保護者同伴。当日はサポセンが臨時休館のため☎080(6255)7546へ

つくってみよう

あそぼう

学ぼう・動物ふれあい

おいしいごはん

木工＆デジタル工作、メタル加
工、羊毛クラフト、お花でミニ
アレンジ、ソーラークッカー他

身近なボランティア活動紹介、
手話、点字、防災、犬猫里親会、
介助犬・聴導犬

ゴムヘリコプター、万華鏡、
コマまわし、竹とんぼ、わなげ、
音あそび、３Dぬりえ他

茅ヶ崎メンチ、ホットドッグ、
ハワイアンフードなどの屋台
があります

体をうごかそう

バスケットボール、フラダンス、
ラグビー、毛布で担架タイムト
ライアル、手話ダンス他

スタンプ
ラリーも
あるよ！

内容の詳細は
サポセン で

広報ちがさきをいつでもどこでも 広報ちがさきをスマホやタブレットで手軽に読むことができます。便利な機能も多数あります。
「マチイロ」のアプリをダウンロードし、
「茅ヶ崎市」を登録してください。詳細は市 をご覧ください。

No.1114
2019年（平成31年）3 月15日号
15分②16時30分～17時15分(いずれも全8回)

場所 総
 合体育館
対象 市内在住・在学の①4歳～未就学児15人②小学1～

3年生20人
〈いずれも申込制(抽選)〉
申込 4月11日㈭16時～16時15分に総合体育館窓口で整
理券を配布(1人1枚、代理人可)
ほか 費用4000円(申込時に持参)
問合 総合体育館☎(82)7175

ママさんバレーボール大会


日時 5
 月11日㈯9時～
場所 総合体育館

対象 市内在住・在勤の方または茅ヶ崎ママさんバレー

ボール連盟登録チーム
〈申込制〉

申込 4月22日㈪17時までに申込書(総合体育館内スポー

ツ推進課で配布中。市 HP で取得も可)を持参

ほか 4
 月24日㈬10時～総合体育館で代表者会議あり
問合 スポーツ推進課推進担当☎(82)7136

日時
場所
対象
申込
ほか
問合

初心者社交ダンス教室

(ブルース・ジルバ・ワルツ・ルンバ)
5 月11日～6月22日の毎週土曜日9時30分～11時
30分(全7回)
総合体育館
市 内在住・在勤・在学で15歳以上の方30人
〈申込
制(先着)。中学生不可〉
5月7日㈫までに☎で
費用3000円(全7回分)。詳細は市 HP 参照
茅ヶ崎ダンススポーツ連盟☎090(3138)2820小林

市陸上競技選手権大会


日時 5
 月12日㈰9時～(予備日5月26日㈰)
場所 柳島スポーツ公園総合競技場(雨天決行)

対象 市内在住・在勤・在学の方、茅ヶ崎陸上競技協会

登録者、寒川町の中学校・高校在学の方
〈申込制〉

申込 4月8日㈪～12日㈮(必着)に申込書(茅ヶ崎陸上競技

協会 HP または市 HP で取得可)を〒253-0084円蔵2-629小室誠一へ郵送
ほか 費 用500円。茅ヶ崎陸上競技協会登録者・高校生
300円。リレーは1チーム700円(中学生は要問い合
わせ)
問合 茅ヶ崎陸上競技協会☎090(1863)7284小室

市民春季レディーステニス教室(4日間)


日時 5月14日㈫～17日㈮9時～11時(予備日5月20日㈪・

21日㈫)

場所 茅
 ヶ崎公園庭球場
対象 市内在住・在勤・在学または茅ヶ崎市テニス協会

加盟団体所属の方で20歳以上の初・中級者の女性
48人
〈申込制(抽選)〉
申込 4月24日㈬(消印有効)までに往復はがきに住所・
氏名(ふりがな)・年齢・電話番号、テニス歴を記
入し、〒253-0043元町14-1湘南インドアテニスク
ラブ内
「レディーステニス教室」
係へ郵送
ほか 費用4000円
問合 茅ヶ崎市テニス協会☎(83)8888川又

家庭婦人ソフトボール大会


日時 5
 月19日㈰(予備日5月26日㈰)
場所 茅ヶ崎公園野球場

に
小学校 ら
た
入学し

崎市家庭婦人ソフトボール連盟登録者で編成した
チーム
申込 4月22日㈪17時までに申込書(総合体育館内スポー
ツ推進課で配布中。市 HP で取得も可)を持参
ほか 4月24日㈬18時～総合体育館会議室で代表者会議あり
問合 スポーツ推進課推進担当☎(82)7136
市民ビギナーズレディース・テニスマッチ

練習会
日時 5月22日㈬9時～13時(予備日5月23日㈭)
場所 茅ヶ崎公園庭球場
対象 市内在住・在勤・在学または茅ヶ崎市テニス協会
加盟団体所属の20歳以上の初心者の女性ペア12組
〈申込制(抽選)〉
申込 5月8日㈬(消印有効)までに往復はがきに2人の住
所・氏名(ふりがな)・年齢・電話番号、テニス歴
を記入し、〒253-0043元町14-1湘南インドアテニ
スクラブ内
「レディース・テニスマッチ練習会」
係へ郵送
ほか 費用1組3000円
問合 茅ヶ崎市テニス協会☎(83)8888伊藤
湘南シニアテニス大会

(ダブルス・団体対抗戦・5試合制)
日時 5月24日㈮①9時～17時②③8時～16時30分(予備日
5月31日㈮)
場所 ① 茅ヶ崎公園庭球場②柳島スポーツ公園庭球場
③柳島しおさい公園庭球場
対象 50歳以上の男性4人以上、40歳以上の女性2人以上
で構成された24チーム
〈申込制(抽選)〉
申込 4月14日㈰までにチーム名、代表者名、予備日参
加 の 可 否 を 記 入 し、 hiromimm@future.ocn.
ne.jpへ送信後、返送された申込フォームで
ほか 費 用1人1000円(市外在住の方は1200円)。申込締
切日の翌週に抽選(落選チームは次回大会への優
先出場権)とドローの発表。詳細は市 HP 参照
問合 湘南シニアライフ協会☎090(8814)8405増田
春の市民ハイキング
高水三山(東京都青梅市)
日時 5月25日㈯7時～
対象 小 学生以上の方40人
〈申込制(先着)。最低催行人
数20人〉
申込 3月16日㈯～5月11日㈯に☎で(住所・氏名・生年
月 日・ 電 話 番 号 を 記 入 し、 (75)2635ま た は
antonio@jcom.home.ne.jpも可)
ほか 費用2000円(小学生500円)。JR茅ケ崎駅改札前集合
問合 茅ヶ崎山岳協会☎(75)2635池田

市立病院の看護職員・任期付職員


職種 ① 助産師②看護師A③看護師B④助産師(任期付)

⑤看護師(任期付)

人数 ①
 ～③計20人程度④⑤計20人程度
対象 ① 助産師免許を持つ方または2020年3月末までに

取得見込みの方②⑤看護師免許を持つ方③看護師
免許を2020年3月末までに取得見込みの方④助産
師免許を持つ方
申込 4月5日㈮(必着)までに簡易書留で申込書(市立病
院病院総務課、市役所職員課で配布中。市立病院
HP で取得も可)を〒253-0042本村5-15-1市立病院病
院総務課へ郵送(持参も可)
ほか 試験日4月20日㈯
問合 市立病院病院総務課経営総務担当☎(52)1111

教育委員会の非常勤嘱託職員


職種 ①
 学校給食調理員②教育施設業務員
対象 ①18歳～54歳の方(定年は60歳)②18歳以上の方(い

ずれも高校生不可)

待遇 ①日額5610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時に市立小学校で勤務②日額7500円。原則
月～金曜日の8時30分～17時(年間113日以内)に市
立小・中学校で勤務
採用 申し込み後、
空き状況に応じて登録申込者に連絡・
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

寄付

(敬称略)
〈市へ〉▷永峯千尋＝絵画等▷茅ヶ崎ダンススポーツ連
盟＝3万円▷株式会社伊藤園＝4万3859円▷株式会社
ジャパンビバレッジホールディングス＝6万9253円▷
東洋アルミニウム株式会社＝ボランティア清掃用ごみ
袋▷青木美智恵＝ドッグフード等▷茅ヶ崎地区相模川
をきれいにする協議会＝パネル展示用掲示ボード▷河
合蘭＝書籍▷平野昭夫＝写真
〈市民活動げんき基金へ〉
(2018年12月1日～2019年1月31
日)▷第35回市民ふれあいまつり実行委員会=15万2450
円▷有限会社ハスキー企画＝計9回総額3万500円▷歌
声サロン
「チーパッパ」＝3080円▷西宮聖一郎=3000円
▷匿名＝計5人総額15万円
〈緑のまちづくり基金へ〉(2018年8月～2019年2月)▷環境
フェア来場者募金箱寄付金＝1050円▷環境フェア古本回
収プロジェクト＝7180円▷石田和伸＝1万円▷ＦＶジャパ
ン株式会社＝6025円▷公共施設募金箱寄付金＝9121円▷
田中新＝1万円▷新妻正幸＝1万円▷寺田穂波＝1万円▷
公益社団法人神奈川県宅地建物取引業協会湘南支部＝2
万4450円▷湘南新聞販売株式会社＝10万円▷他
〈社会福祉協議会へ〉▷(株)梅田モータース＝21万3954
円、つるた＝6000円、茅ヶ崎聖契キリスト教会＝1万円、
匿名＝3万円、7170円、4544円
〈姉妹都市交流基金へ〉一般社団法人茅ヶ崎市観光協会
＝1万円

た か み ず さ ん ざ ん

文化・歴史

場所
内容
講師
対象
申込
ほか
問合

まなびの市民講師自主企画講座
大正琴体験講座
4月10日・24日いずれも水曜日10時30分～12時30分
茅ヶ崎地区コミュニティセンター
弾き方の基礎、
音階、
キラキラ星や荒城の月の合奏
などを楽しむ
樋口昭子さん(まなびの市民講師)
20歳以上の方10人
〈申込制(先着)〉
3月15日㈮～樋口☎080(5071)7543へ
参加費100円(楽譜代)。琴の貸し出しあり(有料)
文化生涯学習課生涯学習担当

子ども会に入ろう

子ども会は、子どもが主体のコミュニティ活動の場です。市内には約50の
子ども会があり、楽しいイベントを実施しています。年齢の違う子どもたち
が一緒に活動することで、互いに協力し思いやることの大切さを学べます。
【青少年課育成担当】

☆地域とのつながりができる

地域の中で大人に見守られながら、学校の外

で子どもたちが自主的に考えて行動すること
は、子どもの成長にとってとても大切です。保護
者も地域の子どもの顔が分かり、お互いに見守
り助け合える大人同士のつながりが生まれます。

採用・人事

対象 市内在住・在勤・在学で18歳以上の女性または茅ヶ

日時

ン
＼中高生がボラ

ジュニア

5

ティアするなら

／

ブ
リーダーズクラ

会員
募集

ジュニアリーダーズクラブ(JLC)は、中学生・高校生のボランティアグルー
プです。子ども会への派遣や市主催のキャンプなどに参加して、活動を盛り上
げています。幅広い世代の人と交流することで社会性を育み、積極性を養い
ます。
学校ではできない体験を通して、自分を成長させてみませんか。
「子どもが
好き」
「将来に役立てたい」
、
という方の参加も大歓迎です。
【青少年課育成担当】

キャンプ研修でのいかだチャレンジ

☆教育委員会が活動を支援

教育委員会ではドッヂビー大会や宿泊キャ

ンプ研修を毎年開催し、
住む地域が違う子ども
同士の交流を進め、リーダーの養成にも取り

初対面でもすぐに仲良し

組 ん で い ま す。また、
子ども会の保護者や役員
の団体
「茅ヶ崎市子ども会連絡協議会」も子ど
夏のサザンビーチでサンドアート体験

も会活動をサポートしています。

※ 子ども会活動がない地域もあります。活動内容や入会方法などはお問い合わせください

声の広報、点字広報

対象（募集は随時）
市内在住・在学の
新中学1年生～高校生

たくさんの子どもたちと交流が
できて楽しい！

キャンドルファイアで心もポカポカ

茅ヶ崎JLC

目の不自由な方への情報発信として「声の広報」、
「点字広報」を発行し、ご希望の方には郵送していますので、市役所秘書広報課までご連絡ください。
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地域医療センター 4月から新施設で休日・夜間急患診療を開始
地域医療センターは、利用者増加により施設が狭くなったことや駐車場の不足、
バリアフリー化に対応するため、
4月1日㈪から新施設
（茅ヶ崎3丁目）
へ移転します。
これまで地域医療センターでは、「休日・夜間急患センター」、「保健センター」
の名称で複数の事業を実施していました。保健センター機能は既に市保健所に
移転しており、このたび茅ヶ崎医師会、茅ヶ崎歯科医師会、茅ヶ崎寒川薬剤師会
の事務所との複合施設として整備したことで、今後は「地域医療センター」として
休日・夜間急患診療を行います。なお、3月31日㈰までは現在の地域医療センター
(本村5丁目、☎(52)1611)にて診療を行います。
【保健所地域保健課地域保健担当☎(38)3314】

待合スペースや駐車場を拡張、災害時対応の機能も
1階に医科(内科・小児科・外科)と調剤薬局、2階に歯科があります。
平日・土曜日の夜間や日曜日、祝日、年末年始に急な体調不良などで受診が必要となった場合は、地域医療センターをご利用ください。

利便性が向上

災害時対応の機能を整備

●待合スペース

共通だった医科と歯科の待合スペースを分離したこと
で、歯科の患者さんへの感染リスクが軽減されます。また、
医科の待合スペースにキッズスペースを新設しました。

●バリアフリー

エントランス前の段差をなくし、通路の幅を広げて車い
すが通りやすくなりました。

●駐車場

15台から44台に増えました(障害者用駐車スペース含む）
。

利用案内
所在地

大規模な災害が発生した際に設置する医療救護所の開設予定場所の一つとして、次
のような機能を備えています。
・災害応急対策活動等の機能が必要な建物に推奨されている耐震性能
・3日分相当の水源(受水槽)と電源(自家発電機)

医療関係団体との連携

茅ヶ崎医師会、茅ヶ崎歯科医師会、茅ヶ崎寒川薬剤師会の事務所との複合施設となっ
たことから、災害時における医療救護活動を含め、より一層の連携強化を図ります。

広域連携

これまで寒川町の初期救急医療は、町内の医療機関が持ち回りで担当していました
が、茅ヶ崎市と協議を行い、4月から寒川町のみなさんも利用できるようになります。
●茅ヶ崎市消防署

茅ヶ崎3-4-23
（敷地面積3306.74㎡）

地域医療センター（4月1日から）
1 階：医科、調剤薬局
2 階：歯科

医科（内科・小児科・外科） ☎(38)7532
（自動音声案内後、用件先におつなぎします）

歯科
調剤薬局

☎(38)5086
（直通）

9時〜12時※

内科、小児科、外科、歯科、

13時〜17時

調剤薬局

歯科は1月4日まで）

17時〜23時※

内科、調剤薬局

平日、土曜日

20時〜23時※

内科、小児科、調剤薬局

日曜日、祝日、年末年始
診療日
診療時間

イオン茅ヶ崎中央店●

（12月29日〜1月3日まで、

線
相模

電話番号

北茅ケ崎駅

45

●中央公園

市民文化会館●
総合体育館●
市役所●

1

●茅ヶ崎中央病院
茅ヶ崎駅前

道線

東海
茅ケ崎警察署●
北口

※ 受付は診療終了時間の30分前まで
歯科の受付は、午前・午後いずれも診療終了時間まで

茅 ヶ 崎 市 立 病 院
湘南東部総合病院
茅ヶ崎徳洲会病院

本村5-15-1 ☎（52）1111
西久保500 ☎（83）9111
幸町14-1
☎（58）1311

茅ケ崎駅

JR茅ケ崎駅から徒歩13分またはJR北茅ケ崎駅から徒歩11分
神奈中バス「ジャスコ前」、
「市民文化会館前」バス停から徒歩4分

地域医療センター以外の救急医療
救急病院

1

事前に連絡してから受診してください

いんこう

耳鼻咽喉科/眼科救急

日曜日、祝日、年末年始
当日の診療場所・時間は消防本部救急医療情報案内
テレフォンガイドでご確認ください ☎
（85）
0119

を
みなさんのご意見
お寄せください

パブリックコメントを実施

〈資料配布場所〉市役所広域事業政策課、市内公共施設、市
〈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・寒川町広域連携施策推進計画書第2期
（素案）
寒川町とのさらなる広域連携を進めるため、茅ヶ崎市・寒川町広域連携
施策推進計画書第２期の素案をとりまとめました。
期間 4月8日㈪〜5月２7日㈪
公表 6月中旬
（予定）
応募 郵送(〒２53-8686茅ヶ崎市役所広域事業政策課)、 (87)8118、資料配
布場所、市 で
問合 広域事業政策課広域政策担当

2019年度

かながわ小児救急ダイヤル

毎日18時〜24時
子どもの体調のことで判断に迷ったときのための
看護師などによる電話相談 ☎045（722）8000

農業・漁業体験プロジェクト

野菜の植え付けや草取り、収穫などの農業体験と、稚魚放流などの漁業体験
をしてみませんか。農業や漁業の大切さを楽しく学びましょう。
日時

5月〜9月の土曜日
（全5回予定）

場所

柳島小学校南側の畑の一画

対象

【農業水産課農業担当】

市内在住の小学生を含む親子10組
〈申込制
（抽選）
。
初めての方優先〉

申込

3月29日㈮までに☎または窓口で

ほか

近隣に有料駐車場あり

4〜5種類の野菜を栽培予定

広報紙へのご意見・ご感想を 広報ちがさきをより良いものにしていくため、みなさんからのご意見・ご感想をお聞かせください。市 内
「広報ちがさき」
の
「広報ちがさきア
ンケートフォーム」
からお寄せください。
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2019年（平成31年）3 月15日号

◆申込 欄に詳細がないものは9時～（美術館・うみかぜテラスは10時～）☎・来館で

ちが さき

◆ ￥ 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

松林公民館

〒253-0018 室田1-3-2
☎（52）1314
（52）1315

子育てホッと広場～読み聞
か せ、 手 遊 び、 体 操 な ど

日時 3月27日㈬10時～11時30分
対象 乳幼児と保護者

も東京都）

（抽選）
〉

16時、4月5日㈮9時30分～15時
定員 15人
〈申込制
（先着）
〉
申込 3月22日㈮～
ほか 4月5日は野外撮影
￥ ぴよぴよアトリエ～親子造形教室
日時 4月10日㈬10時30分～12時
対象 1歳～未就学児と保護者10人
〈申込制
（抽選）
〉
申込 3月20日㈬～4月3日㈬

の

山

野

草

展

日時 4月11日㈭・12日㈮9時～17時
（最終

3月26日㈫まで〉

ロコモティブシンドローム予防体操

申込 3月19日㈫～

まなびの広場～算数の補習

〈いずれも申込制
（先着）
〉
申込 3月20日㈬～

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

ちびっこ広場～リトミック・パネ
ルシアター・手遊び・工作など

日時 4月9日㈫10時～11時30分
対象 乳幼児と保護者

卓

球

開

放

日時 4月13日㈯10時～11時30分
対象 小 以下40人
〈当日先着〉

はじめてのウクレレ教室

子どもの広場～マグネットでキャッチ

元 気 ア ッ プ！ 体 操 教 室
①3B体操②アステム湘南

南湖公民館

〒253-0061 南湖6-15-1
☎（86）4355
（86）4355

ピラティス～体幹や体の深部の筋肉を
使い全身に呼吸を入れるトレーニング

時～11時30分

古典文学講座～読んで楽しむ
「 紫 式 部 日 記 」

日時 5月8日・22日、6月12日いずれも水曜

日10時～12時
かつ いち

うみかぜテラス
（体験学習センター）
〒253-0055 中海岸3-3-9
☎（85）0942 （85）0959

た っ た 一 冊 の 出 版

日時 4月11日 ～2020年3月12日 の 毎 月 第2

はじめてのヨガ体験教室

日時 4月13日・20日・27日いずれも土曜

日10時30分～11時45分
（全3回）

対象 小 3年生以上の方30人
〈申込制
（先着）
〉
申込 3月18日㈪～
ほか 1回のみの受講可

ジ ュ ニ ア 水 墨 画 教 室
水墨画の基本から応用までを学ぶ

土曜日10時～12時
（全10回。8月は休講）
対象 小 3年生～ 高 20人
〈申込制
（先着）
〉
申込 3月19日㈫～
日時 4月27日㈯9時～15時
（雨天中止）
対象 小 3年生～ 中 と保護者20人
〈申込制

（抽選）
。保護者は1人まで〉

申込 3月30日㈯～4月6日㈯
ほか マイクロバスで送迎

説

明

会

球

開

日時 4月13日㈯13時～16時

放

￥ 子 ど も の 広 場
「金沢動物園へ行こう！」

日時 4月20日㈯8時30分～15時30分
場所 金沢動物園
（横浜市金沢区）
対象 小 18人
〈申込制
（先着）
〉
申込 3月26日㈫～
ほか マイクロバスで送迎

ドキドキチャレンジ2019春
平塚市総合公園まで歩こう

日時 5月11日㈯8時30分～15時
対象 小 60人
〈申込制
（先着）
〉
申込 4月9日㈫～13日㈯

芸員）
定員 20人
〈申込制
（先着）
〉
申込 3月22日㈮～

香川公民館

〒253-0082 香川1-11-1
☎（54）1681
（54）1681

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 3月23日 ㈯ ①13時30分 ～14時 ②13時

30分～15時30分

対象 幼児～ 中

か め さ ん の お う ち
保育士と体を動かして遊ぼう

申込すべて3月15日㈮～

内容 発
 声法、音譜の読み方などを学ぶ
日時 4月6日～2020年3月21日の毎月第1・3

土曜日10時～11時30分
（8月は休講）

子育ての広場カルガモ

プログラミング講座
① 基 礎 編 ② 応 用 編

〒253-0071 萩園2028-55
☎（87）1103
（87）1103

日時 3月28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

小学生放課後卓球ひろば

日時 4月16日、5月21日、6月18日いずれも

火曜日15時～16時30分

フリースペース

日時 4月7日㈰①10時～12時②13時～15時
対象 ①親子10組②スクラッチの基本的な

操作を習得している親子10組
〈いず
れも申込制
（先着）
〉
申込 3月15日㈮～
ほか 香川公民館 で申し込みも可

日時
講師

日①13時～14時15分②13時45分～15
時
（8月は休講。5月11日、7月27日と
第5土曜日を除く）
対象 ① 小 3年生② 小 4～6年生各24人
〈いず
れも申込制
（先着）
〉
申込すべて3月16日㈯～

定員 30人
〈申込制
（先着）
〉
申込 3月19日㈫～

音でたどるジャズ講座 7
いつかどこかで聴いた曲

日時 5月3日（金・祝）
14時～16時30分
講師 白木俊二さん
（茅ヶ崎ジャズクラブ）
定員 60人
〈申込制
（先着）
〉
申込 4月11日㈭～

図書館香川分館
〒253-0082 香川1-11-1
☎（51）4946

日時 4月6日～27日までの毎週土曜日

おはなし会～小さい子向け

10時～11時30分
（全4回）

対象 小 3年生～ 中 20人
〈申込制
（先着）
〉

日時 4月20日㈯14時～

はまかぜ囲碁教室～基本から対局まで

市民文化会館

日時 4月13日～2020年3月28日の原則毎月

〒253-0041 茅ヶ崎1-11-1
☎（85）1123 （86）2754

第2・4土曜日13時30分～15時30分
対象 小 ・ 中 20人
〈申込制
（先着）
〉

青少年会館

小 椋 佳「 歌 談 の 会 」

日時 5月18日㈯17時～
ほか 全席指定5000円
（未就学児不可）

〒253-0045 十間坂3-5-37
☎（86）9961 （86）9962

￥ 小学生ヨット体験乗船教室
日時 4月28日㈰13時～15時
対象 小 13人
〈申込制
（抽選）
。保護者同伴
可
（参観のみ）
〉
申込 3月16日㈯～22日㈮
申込すべて3月24日㈰～
ラ

子ども読書の日企画「心をはぐくむ
絵本～親子で楽しむ読み聞かせ」

日時 4月25日㈭10時～11時30分
講師 石川道子さん
（児童文化研究家）

春季将棋教室～将棋の基本を学ぶ



②4月10日㈬・24日㈬いずれも15時～
③4月6日・13日・27日いずれも土曜日15時～
￥ 楽しいフラワーデザイン プレゼント花
4月19日㈮10時～12時
吉澤美智子さん
（まなびの市民講師）
15人
〈申込制
（先着）
〉
3月29日㈮～

ほか 託児1歳～未就学児6人
〈申込制（先着）〉

➡

日時 3月27日㈬10時～13時
内容 0歳から未就学児までの親子が楽しむ

上手になろう リコーダー～上達を図り
鉄琴、ハンドベルなどと合奏を楽しむ

➡

鶴嶺公民館

日時 ①4月17日㈬10時30分～
（受付10時～）

➡

卓

鳥井戸橋～第六天神社

講師 細 井守さん
（藤沢市藤澤浮世絵館学

おはなし会①赤ちゃん向け
②小さい子向け③小学生向け

申込

サザン・ウインド少年少女合唱団

➡

絵 本 と お 話 の 時 間

日時 4月13日㈯11時～11時40分

24日㈮）

内容 小和田公民館～国道1号浮世絵鑑賞～

②「おしりたんていププッとかいけつ！
おしりたんていとうじょう！」

定員

日時 5月9日㈭9時～12時30分
（雨天時5月

者

映画会①一般向け②子ども向け

日時 4月13日㈯①9時30分～②14時～
内容 ①
「チャップリンの失恋」
（字幕付き）

チャレンジ！親子でたけのこ堀り

14時

用

木曜日10時～12時

定員 10人
〈申込制
（先着）
〉
申込 3月15日㈮～

日時 4月20日～2020年2月22日のいずれかの

日時 4月6日～2020年3月21日の毎週土曜

利

ストーリーテリング講習会
卒業生によるおはなし会

日時 3月24日㈰11時～・15時～
対象 小 以下

定員 50人
〈申込制
（先着）
〉
申込 4月3日㈬～

日時 4月13日㈯10時～11時30分

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

10時～11時30分
（全3回）
対象 18歳～40歳の方15人
〈申込制
（先着）
〉
ほか 託児3か月以上4人
〈申込制
（先着）
〉

ひだまり
（子育てサポート）
フ リ ー ス ペ ー ス

1万歩で巡る健康浮世絵散歩

図書館

日時 5月8日・15日・29日いずれも水曜日

対象 小 ・ 中 24人
〈申込制
（先着）
〉

日時 3月22日㈮、
4月12日㈮いずれも10時～

スポーツ吹き矢教室

日時 5月12日㈰10時～12時
対象 小・中 と保護者30人
〈申込制
（先着）
。
小 3年生以下は保護者同伴〉

講師 増 淵勝 一 さん
（古典研究誌
「並木の

里」
主宰）

￥ ねんどdeミニチュアフード
日時 4月27日㈯13時30分～16時
対象 小 以上の方15人
〈申込制
（先着）
。小2
年生までは保護者同伴〉

➡

発表に向けたウクレレの練習

定員 20人
〈当日先着〉

対象 高 以上の方10人
〈申込制
（抽選）
〉
申込 4月2日㈫～16日㈫

16人
〈申込制
（先着）
〉
ほか 託児3か月以上4人
〈申込制
（先着）
〉

➡

16日㈰、7月6日㈯いずれも13時～15時

日時 ①4月26日㈮②5月17日㈮いずれも10

内容 松 林ホノルルデー
（7月13日㈯）での

ずれも13時～15時
（全3回）

対象 ① 新小学3年生②新小学4年生各5人

シネマ松林「風と共に去りぬ」
（前編）

日時 4月21日㈰、5月12日㈰・26日㈰、6月

で

学びながら英会話を楽しむ

日時 4
 月13日～毎週土曜日①10時～②11時～
講師 阿部直久さん
（元教諭）

日時 4月10日㈬・24日㈬いずれも14時～17時

日時 4月13日㈯13時30分～16時

申込すべて4月12日㈮～
￥ 初級英会話講座～国際マナーを

対象 15歳以上で英語の基礎学力のある方

体幹を鍛えるピラティスエクササイズ

日は16時30分まで）

場所 市役所本庁舎市民ふれあいプラザ

第3土曜日10時～12時
（全12回）

対象 小 ～30歳の方各回15人
〈申込制
（先着）
〉
講師 鈴木稔さん

日時 4月18日㈭10時～11時30分
定員 20人
〈申込制
（先着）
〉

日時 4月23日㈫10時～11時30分
定員 20人
〈申込制
（先着）
〉

日時 4月4日㈭・12日㈮いずれも13時30分～

日時 4月13日㈯10時～16時
対象 幼児～

日時 5月2日（ 木・祝 ）
・4日（ 土・祝 ）
・6日㈪い

タッチコミュニケーション～スキン
シップの大切さをプロから学ぼう
フ ォ ト 講 座（全3回）
講座と小田原城址公園へ行く

青少年会館将棋クラブ

日時 4月20日～2020年3月21日の原則毎月

申込 3月16日㈯～23日㈯

申込 3月19日㈫～
ほか 託 児未就学児4人
〈申込制（先着）。

日時 4月2日㈫10時～12時
ほか 子連れの参加可

キッズデー～スキンアート・
お は な し 広 場・将 棋 な ど

対象 お おむね65歳以上の方16人
〈申込制

小学生のフラダンス体験

日時 4月2日㈫10時～11時
対象 小 20人
〈申込制
（先着）
〉



日時 4月17日㈬8時30分～16時
内容 国 立天文台、神代植物公園
（いずれ

高 →高校生

㊥→中学生

➡

日時 3月23日㈯10時～11時
対象 幼児・ 小

￥ シニアのためのミニ講座～遊々クラブ
マイクロバスで行く武蔵野の春

➡

子どもの広場～
「おはなしブ
ランコ」による楽しい人形劇

春

7

ボ

アートボランティアL ABO
アートの力で何ができるか考え、活動する

日時 4月13日㈯、5月18日㈯、6月1日㈯、

7月20日㈯、8月2日㈮・23日㈮いずれも
9時～17時
（全13回。9月以降調整中）
対象 現地集合・解散が可能な 中・高 6人
〈申
込制
（先着）
〉

茅 ヶ 崎 特 撰 落 語 会

日時 6月3日㈪18時30分～
ほか 柳家小三治、桂南光他出演。



全席指定4000円
（未就学児不可）

美術館

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

￥
「 創 作 版 画 の 系 譜 」展
ギ ャ ラ リ ー ト ー ク

日時 ①3月17日㈰②3月23日㈯いずれも14

時～15時

講師 ①小川稔
（美術館館長）
②辺見海さん

（東北芸術工科大学非常勤講師）

4月の施設の休館日は8面をご覧ください

8
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No.1114

神奈川県議会議員・神奈川県知事選挙
４月７日㈰ 投票時間 7 時～20時
これからの県政を決める大切な選挙です。みなさんの貴重な一票を投票しましょう。



【選挙管理委員会】

■ 投票の種類

■ 期日前投票

任期4年
県知事 定数1人 任期4年
候補者の氏名を一人だけ投票用紙に書いてください
県

議 定数3人

投票日当日に仕事、レジャー、天災、出産などの理由で投
票所に行くことができない方は、４か所の期日前投票所を
ご利用ください

■ 投票できる方
①年齢要件
②住所要件

○市役所分庁舎5階特別会議室

満18歳以上の方（2001年4月8日以前に生まれた方）

県知事 3月22日㈮〜4月6日㈯の8時30分〜20時

2018年12月28日以前から引き続き茅ヶ崎市に住民登録のある方

県外から転入

2018年12月28日
までに転入届出

茅ヶ崎市で投票できます

2018年12月29日
以降に転入届出

投票できません

2018年12月28日
県 内 の 他 市 町 村 までに転入届出
から転入
2018年12月29日
以降に転入届出

2018年12月29日
県内の他市町村
以降に新しい住所地
へ転出
の市区町村に転入届出

市内で転居

県

○小和田公民館講義室 ○香川公民館講義室
○ハマミーナまなびプラザ2階会議室
県

■ 不在者投票

投票できません
（前住所地で投票できる場合あり）

県知事 3月22日㈮〜4月6日㈯
県

茅ヶ崎市で投票できます
（投票所で引き続き県内に住所を有するこ
との確認ができた場合のみ）
転居後の住所地の投票所で投票できます

2019年3月7日
以降に転居届出

転居前の住所地の投票所で投票できます

○選挙期間中に他の市区町村に滞在している方は、あら
かじめ請求した投票用紙などを持参し、滞在先の市区
町村選挙管理委員会で投票できます。なお、手続きは
郵便でのやり取りとなりますので、お早めにお申し込
みください。



3月19日㈫～順次発送

入場整理券がなくても、選挙人名簿への登録が確認できれば投票できます

■ 選挙公報

議 3月30日㈯〜4月6日㈯

○病院・老人ホームなどの指定施設に入院・入所してい
る方は、その施設内で投票できます。手続きについて
は、各施設の担当者に申し出てください。

※県外への転出者は、転出後は投票できません


議  県知事 3月30日㈯〜4月6日㈯の9時〜20時

※車でのご来館はご遠慮ください

茅ヶ崎市で投票できます

2019年3月6日
までに転居届出

■ 投票所入場整理券

議 3月30日㈯〜4月6日㈯の8時30分〜20時

○身体障害者手帳・戦傷病者手
帳、介護保険の被保険者証を
お持ちの方は、障害の程度や
介護区分により郵便などで投
票できます。

4月1日㈪～5日㈮に各戸配布

市役所、各出張所、各公民館、各コミュニティセンター、図書館などの公共施設にも
置いてあります。また市 でも確認できます。

4月21日㈰に行われる茅ヶ崎市議会議員選挙は広報ちがさき4月1日号でお知らせします

あなたの思い

この一票がこれからを決める（市長賞）

相 談 窓 口 一 覧

広報紙、市HPの有料広告を募集
ホームページ

空き状況や申し込み方法などの詳細は市

相

またはお問い合わせください。

【秘書広報課広報担当】

13時〜15時

原則第 3 水

11時〜17時

法律相談
（同じ内容は1人1回のみ）

火・木

10時〜15時30分

人権相談

第 2 金、第 4 火

13時〜16時

税務相談

第 1・3 水、第 4 木 13時〜16時

公証相談
（遺言、大切な契約など）

第2月

13時〜16時

不動産相談

第 1・3 金

13時〜16時

多重債務法律相談

第 1 月、第 4 金

13時15分〜16時15分

分譲マンション管理相談

第2金

13時〜16時

第2火

13時〜16時

第2金

13時〜16時

第4月

13時〜16時

図書館本館、図書館香川分館

1日・8日・15日・18日・22日

市民文化会館

22日

美術館

1～5日・8日・15日・22日

多重債務相談
犯罪被害者等支援相談

寒川町役場町民相談室☎（74）1111

月〜金

8 時30分〜17時

職員

月〜金

8 時30分〜17時

ピア神奈川

第 1・3 水

10時 〜16時

月〜金

9 時30分〜16時（消費生活センター）

月・木

10 時〜16時
（受付は15時まで）
寒川町役場消費生活相談室☎
（74）
1111

消費生活法律相談

第2金

13時〜16時（消費生活センター）

家計あんしん相談

第 1・3 木

消費生活相談

17日

相 談 日 の 前 日 17 時
(法律相談、多重債務
法律相談は相談日の
前日15時)までに予約
がない場合は相談は
開設しません

談 課

第 2・4 水

建築紛争相談

暮らしと事業の相談
（相続手続きなど）

所

9 時〜17時

行政相談

司法書士相談
（不動産、商業登記など）

場

相

9日

・

民

うみかぜテラス

時

8 時30分〜17時

市

1日・8日・15日・22日

ちがさき市民活動サポートセンター

市民安全相談／交通事故相談／防犯相談 月〜木

の休館日

公民館、青少年会館、地域集会施設、
文化資料館

日
月〜金

約 制

4月

名

予

〈市ホームページ（スマートフォン対応）〉
月アクセス数 約7万4000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2万円（画像は縦70ピクセル×横140ピ
クセル、GIF形式で4キロバイト以内）

談

市民相談

〈広報ちがさき〉
発行部数 約9万部 月2回発行 1枠5万円 （縦5.4cm×横12cm）

主な施設の

選挙啓発標語（第27回茅ヶ崎市明るい選挙啓発標語コンクール作品）

7日・14日・21日・28日

勤労市民会館

22日

開高健記念館、茅ヶ崎ゆかりの人物館

1～12日・15～18日・22～25日

発明相談

第3金

8日

生活自立相談

月〜金

8 時30分〜17時生活自立相談窓口
（市役所分庁舎 2 階）

がん相談

月〜金

8 時30分〜17時市立病院がん相談支援センター☎
（52）
1111

スポーツ施設

広報ちがさき 2019
（平成31）
年3月15日号
●発行／茅ヶ崎市

予 約 制

男女共同参画推進センターいこりあ

No.1114

●編集／企画部秘書広報課

〒253-8686茅ヶ崎市茅ヶ崎 1 - 1 - 1

●発行日／毎月1日・15日

☎0467(82)1111

0467(87)8118

人

口▶

242,069人

世帯数▶ 102,033世帯

11時〜11時50分、13時15分〜16時 5 分
（消費生活センター）
13時〜16時産業振興課商工業振興担当

（前月比10人減）
（前月比2世帯減）

（2019年（平成31年）2月1日現在）

茅ヶ崎市 HP

この用紙は
古紙を含んでいます

