
◆ 　　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
太陽光発電設備の共同購入事業�
スケールメリットを生かして価格の低下を図る

対象 �市内在住の方または市内に事業所等を有する法
人〈申込制〉

申込 �6月20日㈭までに専用サイト(https://www.chii
kiminna.jp/solar/kanagawa)へ

ほか �募集期間を延長する場合あり
問合 �県エネルギー課共同購入事業担当☎045(210)4090

健康
�成人歯科健康診査～問診・口腔内診査�
40歳～74歳の方対象(2020年3月31日現在)

期間 �6月～11月
場所 �各実施医療機関(市HP参照)
申込 �直接医療機関へ予約(5月末に送付された受診券

シール、健康保険証などを持参)
ほか �費用1000円(受診料)。65歳～74歳で一定の障害の

状態にあり後期高齢者医療制度に加入している
方、生活保護世帯の方、市民税非課税世帯の方
は受診料免除(受診5日前までに健康増進課へ要
連絡)

問合 �保健所健康増進課健康づくり担当☎(38)3331
楽しさ確約！さわやかなふれあいを求めて�
笑顔が生まれるコミュニケーション講演会

日時 �6月25日㈫9時30分～11時30分
場所 �保健所講堂
講師 �山田征

い く

夫
お

さん(健康レクリエーション研究所長)
定員 �30人〈申込制(先着)〉
申込 �6月24日㈪までに☎または市HPで
問合 �保健所健康増進課健康づくり担当☎(38)3331

しなやかな身体づくり　気軽にできる�
体幹エクササイズ運動講座

日時 �6月26日㈬9時30分～11時30分
場所 �総合体育館
講師 �健康運動指導士、保健師
対象 �20歳～64歳で医師から運動制限の指示がない方

50人〈申込制(先着)〉
申込 �6月3日㈪～☎または市HPで
問合 �保健所健康増進課健康づくり担当☎(38)3331

東大のプログラムで健康チェック�
楽しくフレイルチェックしませんか

日時 �7月9日㈫10時～12時
場所 �鶴嶺公民館
内容 �からだやこころの衰えをチェックし、健康でい

るためのコツを学ぶ
対象 �市内在住のおおむね65歳以上の方30人〈申込制(先

着)〉
申込 �6月4日㈫～7月5日㈮に☎で
問合 �鶴嶺公民館☎(87)1103

子育て・教育
はじめての朗読～基礎を学ぶ

日時 �6月18日㈫・25日㈫いずれも10時～12時(全2回)
場所 �図書館
講師 �中山律子さん(放送表現教育センター講師)
定員 �15人〈申込制(先着)〉
申込 �6月6日㈭～
問合 �図書館☎(87)1001

マミー・レインボーきっず＠茅ヶ崎サザンSt.�
サマースクールスポットの利用方法の説明など

日時 �6月22日㈯10時30分～12時
場所 �マミー・レインボーきっず＠茅ヶ崎サザンSt.
対象 �市内在住の小学生の保護者10人程度〈申込制〉
申込 �6月3日㈪～21日㈮10時30分～19時に☎で(日曜日、�

祝日を除く。土曜日は17時まで)
問合 �マミー・レインボーきっず＠茅ヶ崎サザンSt．

☎(40)5551石黒
ちがさき宇宙教室�
東大生に学ぶ宇宙「これで君も天文博士だ」

日時 �6月30日㈰14時～16時
場所 �なぎさギャラリー
講師 �東京大学サイエンスコミュニケーションサーク

ルC
キ ャ ス ト

AST
対象 �小学生以上の方100人〈申込制(抽選)。小学生は保

護者同伴〉
申込 �6月14日㈮(必着)までに、はがきに住所・氏名・年齢・�

電話番号、参加希望人数を記入し、〒253-8686茅ヶ�
崎市役所青少年課へ郵送(窓口または市HPも可)

問合 �青少年課育成担当
えぼし岩・海の自然体験教室①説明会・プール講習�
②えぼし岩上陸・自然観察・シュノーケリング

日時 �①7月6日㈯13時～15時30分②7月14日㈰8時～12時�
(荒天中止)

場所 �①松浪小学校②えぼし岩周辺、茅ヶ崎漁港荷さ
ばき所付近

講師 �えぼし岩海の自然体験教室実行委員会
対象 �市内在住の小学5年生～中学3年生60人〈申込制(先

着)〉
申込 �6月1日㈯10時～住所・氏名・生年月日・電話番号

を記入し、 FAX(95)6700または Mailyumihaseg@gm
ail.comで

ほか �費用5000円。荒天中止の場合、諸経費を除いた
4000円を返金

問合 �えぼし岩海の自然体験教室事務局☎080(6729)8008
長谷川

乳幼児期の子育ち・子育て出前講座
日時 �7月13日㈯10時～12時
場所 �市立小和田保育園
内容 �講演「育ちを見守るまなざし－子どもの体験を支

える」
講師 �須永美紀さん(こども教育宝仙大学教授)
対象 �市内在住・在勤の方30人〈申込制(先着)〉
申込 �6月7日㈮～7月9日㈫に☎または市HPで(氏名・電

話番号を記入し、FAX(88)1394も可)
ほか �託児1歳以上～未就学児8人〈申込制(先着)。7月1

日㈪までに☎で〉
問合 �教育センター研究研修担当☎(86)9965

市内在住の満3歳～未就学児を対象に�
幼稚園などの保育料を減免

　就園奨励事業として私立幼稚園(認定こども園を除
く)や幼稚園類似施設に通園する満3歳～未就学児(市
内在住者)を対象に、入園料と保育料の減免をする補
助事業を行っています。6月中旬に幼稚園などを通じ
て、手続きのお知らせや保育料等減免措置に関する調
書を配布します。必要事項を記入し、通園先に提出し
てください。
問合 �子育て支援課子育て推進担当

児童手当～現況届は6月28日㈮までに�
提出を

　児童手当を受給している方には6月上旬に現況届を
送付します。現況届は、児童手当を受給している方が
6月1日㈯現在で受給要件を満たしているかを確認する
ものです。詳細は同封されている記入要領をご確認く
ださい。現況届を提出しないと6月分以降の児童手当
が受けられないことがあります。
　なお、現況届は同封されている返信用封筒に切手を
貼付し、郵送または子育て支援課窓口にご提出くださ
い。
問合 �子育て支援課手当給付担当

年金・税金
平成31(2019)年度個人市・県民税の�
納税通知書を送付

　個人市・県民税の普通徴収の納税通知書を6月11日
㈫に送付します。各納期限までに取扱金融機関など
で納付してください。口座振替を利用している方は、
納期限に振替納付されます。また、公的年金から特別
徴収(天引き)となる税額も同通知書でお知らせします。
問合 �市民税課市民税担当

障害基礎年金(20歳前障害)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、忘れずに所
得の申告をしてください。
問合 �保険年金課年金担当

年金受給者の方の申告
　公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、
公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下
である場合には、所得税の確定申告は不要です(平成
27(2015)年分以後の確定申告から、源泉徴収の対象と

ならない公的年金等(外国で支払われる年金)の支給を
受ける方は必要)。ただし、公的年金等の源泉徴収票
に記載されている控除以外の控除(医療費控除・生命
保険料控除など)の適用を受けるときは、市県民税の
申告書の提出が必要です。該当する方で申告書の提出
をされていない方は、追加する控除の証明書、印鑑、
本人確認書類等を持参し、市役所市民税課で手続きを
してください。なお、所得税の還付を受ける場合は、
税務署へ確定申告書の提出が必要です。
問合 �市民税課市民税担当

スポーツ
フロアボール2019inちがさき�
室内で安全にできるミニホッケー①教室②大会

日時 �6月30日㈰9時～
場所 �総合体育館
対象 �市内または寒川町に在住・在勤・在学で①小学

生以上の方(当日参加も可)②小学生以上の方で
構成された6人以上のグループ〈いずれも申込制〉

申込 �①当日までに②6月21日㈮17時までにいずれも申
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)をスポーツ推進課へ持参

問合 �茅ヶ崎フロアボール協会☎090(8516)6971樋口
総合体育館レンタルロッカーの�
利用団体募集

期間 �7月1日㈪～9月30日㈪
場所 �総合体育館
対象 �市体育施設利用登録(屋内)のある総合体育館利用

団体6団体〈申込制(抽選)〉
申込 �6月11日㈫～20日㈭に申込書(総合体育館で配布

中)を持参
ほか �費用6000円(3か月分)。公開抽選を6月21日㈮に実施
問合 �総合体育館☎(82)7175

文化・歴史
まなびの市民講師自主企画講座�
飛び出すアナグリフ(3D作品)を作ろう

日時 �6日22日㈯13時～14時30分・15時～16時30分
場所 �SZK GALLERY(元町4－32)
講師 �鈴木清

き よ

安
や す

さん(まなびの市民講師)
定員 �各回10人〈申込制(先着)。小学3年生以下は保護者

同伴〉
申込 �6月3日㈪～SZK GALLERY窓口で(氏名・電話番号を

記入し、Maildesign@szk.jpも可)
ほか �費用500円(材料費)
問合 �文化生涯学習課生涯学習担当

まなびの市民講師自主企画講座�
きれいで不思議な編み紙アートを作ろう

日時 �6日29日㈯13時～14時30分・15時～16時30分
場所 �SZK GALLERY(元町4－32)
講師 �鈴木清

き よ

安
や す

さん(まなびの市民講師)
定員 �各回10人〈申込制(先着)。小学3年生以下は保護者

同伴〉
申込 �6月3日㈪～SZK GALLERY窓口で(氏名・電話番号を

記入し、Maildesign@szk.jpも可)
ほか �費用500円(材料費)
問合 �文化生涯学習課生涯学習担当

ゆかりの人物館ワークショップ�
星座ボードづくり

日時 �6月29日㈯13時～15時
場所 �ゆかりの人物館
講師 �岡澤智さん
対象 �小学生以上の方20人〈申込制(先着)。小学生は保

護者同伴〉
申込 �6月21日㈮まで
ほか �費用100円(材料費)
問合 �文化生涯学習課文化推進担当

はじめての俳句教室(全5回)
日時 �7月2日・9日・16日いずれも火曜日9時30分～11時、

7月30日㈫、8月6日㈫いずれも9時30分～12時
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 �6月20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郵送

ほか �費用1500円(初回のみ、テキスト・歳時記代含む。
歳時記持参の場合は300円)

問合 �茅ヶ崎市老人クラブ連合会☎(58)5281
（6面へ続く）
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