
　ハマヒルガオが咲く海岸を歩いたり、えぼし岩周遊船
に乗ったり、茅ヶ崎のまちをのんびり楽しむツアーです。

【産業振興課観光担当】
日時　5月31日㈮、6月1日㈯いずれも9時15分～13時
定員　各18人〈申込制（先着）。最少催行人数4人〉
申込　4月15日㈪～5月24日㈮に
　　　☎または茅ヶ崎市観光協会 で
ほか　費用1000円（別途バス代350円、乗船代1500円）。
　　　JR茅ケ崎駅集合、サザンビーチちがさき解散
問合　茅ヶ崎市観光協会☎(84)0377

This is CHIGASAKI湘南茅ヶ崎
ガイドツアー

（4面へ続く）

定員 �210人〈申込制(先着)〉
申込 �開催直前までに茅ヶ崎青年会議所HPで
問合 �茅ヶ崎青年会議所☎(85)0212

�
まなびの市民講師自主企画講座
ダンス＆演奏で大岡越前祭パレードに出演

日時 �①5月12日㈰10時～12時②5月18日㈯10時～12時③
5月19日㈰13時～

場所 �①②青少年会館③大岡越前祭パレード会場
内容�「茅ヶ崎・赤とんぼ音頭」、「浜辺の歌サンバ」、「浜
　　降サンバ」、「ハワイ音頭」を練習して発表
講師 �清水友美さん(湘南S

し ょ う て ん

HOW点代表)
定員 �30人〈申込制(先着)。小学3年生までは保護者同伴〉
申込 �4月15日㈪～清水☎090(8516)5649または clef-

de-sol@jcom.home.ne.jpへ
ほか �費用500円(CD、資料代)
問合 �文化生涯学習課生涯学習担当

�
よるカフェ団体企画
「だれでも使える！かんたんiPad講座２019」

日時 �5月22日㈬10時～12時
場所 �ちがさき市民活動サポートセンター
内容 �基礎から活用まで生活に役立つアプリの紹介など
講師 �安岡伸

しん

さん(認定NPO法人湘南ふじさわシニアネッ
ト理事)

定員 �20人〈申込制(先着)〉
申込 �4月15日㈪～☎で(住所・氏名・電話番号を記入し、

(88)7546または s-center@pluto.plala.or.jpも可)
ほか �費用1000円(資料、飲み物代)。iPad持参(貸し出

しあり。先着10台)
問合 �ちがさき市民活動サポートセンター☎(88)7546

子育て・教育
�乳幼児期の子育ち・子育て出前講座

日時 �5月25日㈯10時～12時
場所 �鶴が台保育園
内容 �講演「子育てのよろこびと不安～ほどほどの子育

ての大切さ」
講師 �園田菜摘さん(横浜国立大学教授)
対象 �市内在住・在勤の方30人〈申込制(先着)〉�
申込 �4月23日㈫～5月22日㈬に☎または市HPで(氏名・

電話番号を記入し、 (88)1394も可)
ほか �託児1歳～未就学児8人〈申込制(先着)。5月16日㈭まで〉
問合 �教育センター研究研修担当☎(86)9965�

�
マタニティクッキング
妊娠・授乳期の食事の注意点と調理実習

日時 �5月28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
対象 �妊娠中の女性12人〈申込制(先着)。初妊婦優先〉
申込 �5月27日㈪12時までに☎で
ほか �費用300円
問合 �保健所健康増進課こども健康・予防接種担当

☎(38)3331

�第17回乳幼児期の子育ち・子育て講座
日時 �6月4日㈫10時～12時
場所 �市役所本庁舎会議室4・5
内容 �講演「乳幼児期のコミュニケーション～赤ちゃん

の声を語ろう」
講師 �岡本依

より

子
こ

さん(立正大学教授)

申込 �4月12日㈮～5月15日㈬に申請書(募集要項とあわ
せて市HPで取得可)を持参

問合 �保育課管理整備担当

�児童手当の受給には申請が必要
　児童手当は、中学生以下の子どもを養育している方
に、申請月の翌月分から支給されます。子どもが生ま
れたとき、転入・転出したとき、住所・氏名などを変
更したとき、受給者が公務員になったときなどには申
請が必要です。
問合 �子育て支援課手当給付担当

�児童扶養手当の振込月が変更
　ひとり親家庭などの児童のために支給している児童
扶養手当の振り込みが、今年度から11月から隔月とな
ります。振込月は4月、8月、11月、2020年1月、3月です。
問合 �子育て支援課手当給付担当

�児童扶養手当・特別児童扶養手当の手当額が変更
　ひとり親家庭などの児童のために支給している児童
扶養手当の手当額と、障害のある児童のために支給し
ている特別児童扶養手当の手当額が、4月分（8月振込）
から変更になります。

3月分までの手当額 4月分からの手当額

児 童 扶
養 手当

全部支給
（月額） 4万2500円 4万2910円

一部支給
（月額） 4万2490～1万30円 4万2900～1万120円

第2子加算額 1万40～5020円 1万140～5070円
第3子加算額 6020円～3010円 6080円～3040円

特 別 児
童 扶 養
手 当

重度障害児
1級（月額） 5万1700円 5万2200円

中度障害児
2級（月額） 3万4430円 3万4770円

問合 �子育て支援課手当給付担当

税金
�家屋を取り壊したら連絡を

　固定資産税の賦課期日は毎年1月1日です。この日ま
でに取り壊した家屋は、翌年度から課税されませんの
で、家屋を取り壊したときはご連絡ください。また、
居住用の家屋を取り壊した場合、住宅用地に対する特
例が適用対象外になり、土地の固定資産税額が上がる
場合があります。建て替えや取り壊しをする際はご連
絡ください。
問合 �資産税課土地評価担当・家屋評価担当

文化・歴史
�春期文教大学オープンユニバーシティ

　5月8日㈬から文教大学湘南校舎で、さまざまな講座
を開催します。講座日程・受講料など詳細は、☎また
は文教大学HPで資料請求(無料)の上ご確認ください。
問合 �文教大学生涯学習センター☎0120(160)449、湘南

校舎☎(53)2111

�
まなびの市民講師自主企画講座
楽しく詠もう万葉集

日時 �5月16日、7月18日、9月19日いずれも木曜日10時～12時
場所 �市民ギャラリー
講師 �嶌

しま

田
だ

壽
とし

雄
お

さん（まなびの市民講師）

対象 �市内在住・在勤の方60人〈申込制(先着)〉�
申込 �4月25日㈭～5月30日㈭に☎または市HPで(氏名・

電話番号を記入し、 (88)1394も可)
ほか �託児2歳～未就学児10人〈申込制(先着)。5月21日㈫まで〉
問合 �教育センター研究研修担当☎(86)9965�

�
ほめ方・叱り方の練習「ほしつ☆メソッド」
(２歳・3歳以上のグループ)

日時 �①6月11日㈫10時～12時②6月3日・17日、7月1日・
22日、8月5日いずれも月曜日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 �①2歳の子どもの保護者10人②3歳以上の子どもの

保護者8人〈いずれも申込制(先着)〉
申込 �①5月31日㈮までに②5月23日㈭までに☎で
ほか �託児6か月～未就学児〈申込制〉。②は個別事前説

明あり
問合 �こども育成相談課家庭児童相談室☎(82)1151

�保健所の講座
申込 �いずれも実施日の前日までに☎で(土・日曜日、祝

日の場合はそれ以前の平日)
区分(いずれも申込制) 対象 日程(5月)
離乳食講習会 4～6か月児をもつ保護者※ 9日㈭・23日㈭
ママサポ教室 初めて父親になる方と

その妻 11日㈯
プレママ教室 初めて出産を迎える方 13日㈪
1歳児の食事と歯の教室 2018年5・6月生まれの子ど

もと保護者※ 20日㈪

※�第1子優先。対象についての詳細は要問い合わせ
問合 �保健所健康増進課こども健康・予防接種担当
　　☎(38)3331

�子どもを短期間預けたい～子育て短期支援事業
内容 �保護者の仕事や育児疲れなどにより、子どもを一

時的に預かる事業(下表参照)
対象 �次の全てに該当する子ども①市内在住の満2歳～

小学6年生②健康で集団生活が可能③一時的に保
護者の養育が困難で他に世話をする人がいない

申込 �市役所子育て支援課で事前登録(必要書類など詳
細は要問い合わせ)

ショートステイ事業
(宿泊で預かる)

トワイライトステイ事業
(夕方から夜に預かる)

子どもを預かる施設 社会福祉法人白十字会林間学校(富士見町)

利用時間ほか

24時間(児童の受け入
れ・引き取りは9時～
19時)
1回に6泊7日以内、1月
に10日以内、1年度に
48日以内

17時～22時(土・日曜
日、祝日、年末年始を
除く)
1年度に50日以内

利用できる事由
保護者の病気や出産、
家族の介護、出張、育
児疲れなど

仕事や家族の介護など
で保護者の帰宅が遅く
なる

定員 原則1日6人
料金
非課税世帯・生活保
護世帯には減免あり

1人1泊2日6000円
(食事代を含む。1泊増
えるごとに3000円増)

1人1回1500円
(食事代を含む)

通園・通学先
(学童保育を含む)への
送迎)
※��自宅への送迎は行
いません

市内に限り、通園・通
学先への送迎を無料で
実施(預かり開始時は
迎え不可)

預かり開始の際、市内
の通園・通学先への迎
えを1人1回200円で実施

問合 �子育て支援課子育て推進担当

�保育所等の運営法人候補者を募集
内容 �2020年4月1日㈬開設の認可保育所等を設置・運営

する事業者
対象 �保育所等を適切に運営できる法人

5/11（土）〜5/19（日）  9 日間

広告掲載のお申し込み・お問い合わせは秘書広報課へ

茅ヶ崎市のHP（パソコン用）URL http://www.city.chigasaki.kanagawa.jp/
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