
（2019年（令和元年）8月1日現在）

人　口▶	 241,981人	 （前月比10人減）

世帯数▶	102,783世帯	（前月比87世帯増）

10月主な施設の の休館日

広報ちがさき　2019（令和元）年9月15日号　No.1127

公民館、青少年会館、地域集会施設、文化資料館 7日・15日・21日・28日
うみかぜテラス（体験学習センター） 8日
図書館本館、図書館香川分館 7日・15日・17日・21日・28日
市民文化会館 28日
美術館 7日・15日・21日・28日
ちがさき市民活動サポートセンター 16日
男女共同参画推進センターいこりあ 6日・13日・20日・27日
勤労市民会館 28日
開高健記念館、茅ヶ崎ゆかりの人物館 1～11日・15～17日・23・24日・28日～31日
スポーツ施設 15日

マイナンバーカード 電子証明書の更新は3か月前から
　マイナンバーカード（個人番号カード）に搭載された電子証明書は、コンビニなど
のキオスク端末での住民票・印鑑証明の取得や、e-Taxなどによる電子申請時に必
要です。電子証明書の有効期限は、発行日から5回目の誕生日です。有効期限の3か
月前から窓口で更新することができますので、お早めに手続きを行ってください。

【市民課戸籍住民担当】

　広報ちがさき8月15日号8面に掲載
の「次期の総合計画を策定中」の記事
中で、「将来都市像のキャッ

チフレーズを公募予定」と案内しまし
たが、公募は中止することとしまし
た。おわびして訂正いたします。

【企画経営課企画経営担当】

受付窓口	 市役所市民課
受付時間	 	月～金曜日8時30分～17時、	

第2・第4土曜日8時30分～12時
ほか	 マイナンバーカード、印鑑を持参
※	代理人が手続きをする場合は、市民課までお問い合わせください

　市では、各地域の窓口として、支所・出張所・市民
窓口センターを設置しています。市役所に行かなくて
も、身近な所で住民票の写し、戸籍謄本、印鑑登録証
明書などの各種証明書の交付ができます。また、支所・
出張所では、住民異動届、戸籍届出、国民健康保険、
子育てに関する手続きなど、各種手続きもできます。

【市民課戸籍住民担当、小出支所総務担当】

　フラやハワイ音楽のステージ、ワークショップ、雑貨販売など、ハワイ文化にたっぷり触
れられる3日間。身近にハワイを感じながら、ロコ（ハワイ語で地元）スタイルを見つけませんか。

トレンドの波に乗らなくちゃ
～聞いて得するハワイの「今」情報
12日11時～12時・14時～15時
場所	 展示室B・C
定員	 各回50人〈申込制（先着）〉
小中学生初心者ウクレレ講座
14日9時30分～10時30分・11時～12時
場所	 練習室1
定員	 各回30人〈申込制（先着）〉
ほか	 費用500円(参加費)。当日のウクレレ貸し出し無料

開庁時間 月～金曜日8時30分～17時（祝日・年末年始を除く）
※		辻堂駅前出張所：火・木曜日は8時30分～19時30分。17時
以降の取扱業務は、各種証明書の交付(一部予約)と市税・
保険料等の収納、図書の返却のみ

※		茅ヶ崎駅前市民窓口センター：月～金曜日8時30分～19
時30分（2020年1月以降は月・金曜日11時～19時30分に変
更）、土・日曜日、祝日8時30分～17時

※		辻堂駅前出張所と茅ヶ崎駅前市民窓口センターは駐車場
がありません。公共交通機関をご利用ください

小出支所
芹沢888
☎(51)0005

香川駅前出張所
香川5-3-17
☎(85)6700

辻堂駅前出張所
藤沢市辻堂2-2-14ステラ湘南2階
☎(82)8182

ハマミーナ出張所
浜見平11-1ハマミーナ1階
☎(58)6602

茅ヶ崎駅前市民窓口センター
元町1-1ネスパ茅ヶ崎3階
☎(87)6666

萩園市民窓口センター
萩園1215-4萩園ケアセンター内
☎(88)7514

地域の身近な窓口

支所・出張所・市民窓口センター

10月12日㈯～14日（月・祝）
場所　市民文化会館他

茅ヶ崎ロコ・スタイル・フェスティバル2019
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窓口により取扱業務が異なります。詳細は市 HPまたは各施設にお問い合わせください

ワークショップ
大会で入賞した教室による
フラステージ
13日15時30分～20時30分
場所	 大ホール
ほか	 	費用3000円（9月10日

㈫～チケットぴあ、
ローソンチケット、
イープラスでチケット販売）

※		抽選で無料観覧券プレゼント
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【男女共同参画課多文化共生担当☎(57)1414】

ハワイアンミュージックと湘南ルーツ音楽とのつながり
パネルディスカッション&ライブショー
14日12時30分～14時30分
場所	 小ホール
ほか	 費用500円。当日10時30分～会場でチケット販売

茅ヶ崎 HAWAIIAN SOUND EXPO

12日～14日10時～
場所	 総合体育館前庭
ほか	 コンテストは申込制。費用1000円

キッズスケートボード無料体験&コンテスト

問合　茅ヶ崎ロコ・スタイル・フェスティバル実行委員会Mail locostylefestival@gmail.com

おわびと訂正

相談名 種類 日時・場所

労働相談（予約制） 第2・4土、第3水（第4土と同一週の場合は第2水）13時～・14
時～　勤労市民会館☎（88）1331

ワーキングマザー
両立応援カウンセリング

原則第4水の午後（要問い合わせ）　男女共同参画推進セン
ターいこりあ（かながわ労働センター☎045（633）6110）

障害者職業相談（予約制） 金14時30分～16時30分　サザンポ☎（26）0594
職業相談（茅ヶ崎市ふるさとハローワーク） 月～金9時～16時30分　勤労市民会館（第4月・祝日を除く）

女性のための相談室
（面談・法律は予約制）

①面談
②法律
③電話

①月・水・金、第4火10時～16時
②第2・4火13時～16時
③月～金10時～16時

男女共同参画推進
センターいこりあ
☎（84）4772

がいこくじんそうだん
①いっぱん
②ほうりつ
③きょういく

①かようび～きんようび			9じ～16じ
②かようび～きんようび	13じ～16じ
③かようび～どようび				10じ～16じ30ふん

あーすぷらざ
①②☎045（896）2895
③☎045（896）2972

子育ての何でも相談
月～金9時～17時　各子育て支援センター
北口☎（87）6620、南口☎（87）6531
浜竹☎（85）7900、香川駅前☎（82）2210

家庭児童相談 月～金9時～17時　家庭児童相談室☎（82）1151
療育相談 月～金9時～17時　こどもセンター☎（84）0505
弁護士による成年後見相談

（予約制）
偶数月第1水13時15分～16時55分（40分以内。祝日の場
合は第2水）　茅ヶ崎市社会福祉協議会☎（85）9650

身体障害者の巡回更生相談 受付：障害福祉課障害者支援担当
毎月の第4月13時～15時　総合療育相談センター（藤沢市亀井野）

青少年相談　一般教育相談
月～金9時～18時	青少年教育相談室
（月～金17時～18時は☎（86）9963のみ）

☎（86）9963～4
こころの電話相談 ☎（57）1230
いじめ電話相談 ☎（82）7868
特別支援電話相談 ☎（86）1062

「ことばの教室」
「そだちの教室」
の通級指導・教育相談

ことばの教室 JR東海道線北側：梅田小学校 ☎(85)1124
JR東海道線南側：茅ヶ崎小学校 ☎(83)4597

そだちの教室 JR東海道線北側：鶴が台小学校 ☎(52)3006
JR東海道線南側と小和田小：緑が浜小学校 ☎(88)5005

相 談 窓 口 一 覧

プロの実演もあります

この用紙は
古紙を含んでいます

茅ヶ崎市 HP
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