No.1114
2019年（平成31年）3 月15日号
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/

