
◆ 　　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
�森林の伐採届が必要な場合あり 
木を切る前に確認を

　森林の管理状況等を把握するため、森林所有者・伐
採者等は神奈川地域森林計画の対象となっている森林
(市街化調整区域内の概ね0.3ha以上のまとまった森林。
区域図は景観みどり課で閲覧可)を伐採しようとする
場合には、森林法の規定により、伐採する日の30日〜
90日前に市に「伐採及び伐採後の造林の届出書」を提出
しなければなりません。無届けで伐採した場合、100万
円以下の罰金に処せられる場合があります。また、個
人・法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を
新たに取得した方は、土地の所有者となった日から90
日以内に市町村長への事後届出が義務付けられていま
す。いずれも詳細は市HPまたは窓口でご確認ください。
問合 �景観みどり課みどり担当

薪
ま き

ストーブの適切な使用を
　化石燃料を使用しないため、環境に優しい暖房とし
て注目されている薪ストーブですが、煙や臭いがご近
所トラブルの原因になることがあります。小まめに掃
除・点検を行い、乾燥した薪を使うなどの配慮をお願
いします。また、薪以外は燃やさないように注意して
ください。購入を検討している方は、煙突の位置や高
さなど近隣住宅への気配りをお願いします。
問合 �環境保全課環境保全担当

屋外焼却行為(野焼き)に注意
　屋外焼却行為は、その煙が悪臭や大気汚染の原因と
なり、周囲の生活環境に悪影響を及ぼすことがありま
す。こうした焼却に対して、「体調が悪くなった」、「洗
濯物に灰や臭いがついてしまう」、「火事になる危険を
感じる」などの苦情が市に多数寄せられています。
　屋外焼却行為は、法律や条例で原則的に禁止されて
います。ごみは焼却せず、分別を行い、指定の曜日に
指定された場所に出しましょう。住みよい地域環境作
りにご協力をお願いします。
問合 �環境保全課環境保全担当

子育て・教育
�子育て世代のための生涯学習交流サロン 
水引きと紙で作るお正月飾り

日時 �12月20日㈮10時〜12時
場所 �市民ギャラリー
講師 �沼田純子さん(まなびの市民講師)
対象 �12歳以下の子どもを持つ家族15人〈申込制(先着)〉
申込 �12月2日㈪〜件名に「12/20�ペーパークラフト」、

本文に「参加者氏名(ふりがな)・電話番号・住所(託
児ありの場合は子どもの名前(ふりがな)、生年月
日、性別)」を記入し、マム04メールmom4chigasaki@�
gmail.comへ

ほか �費用1人800円(材料費)。託児1人200円
問合 �マム04メールmom4chigasaki@gmail.com

赤ちゃんとママのためのコンサート
日時 �12月20日㈮10時30分〜11時20分
場所 �市民文化会館
内容 �湘南L

リ ー ベ

iebeによるクリスマス音楽の生演奏
対象 �親子80組〈申込制(先着)〉
申込 �12月19日㈭までに☎または市HPで(住所・氏名(保

護者・子ども)・年齢・電話番号を記入し、メールges
chenk1224@yahoo.co.jpも可)

ほか �費用一般1000円(参加費。小学生以下無料)。市民
活動げんき基金補助事業。ミニプレゼント付き

問合 �湘南Liebe☎090(5515)4448三輪

茅ヶ崎市教育講演会
日時 �2020年1月12日㈰10時〜12時
場所 �市役所本庁舎会議室3〜5
内容 �講演「幼児期からはじまるアクティブラーニング

〜主体的に学ぶ子を育てる教育〜」
講師 �大

おお

豆
まめ

生
う

田
だ

啓
ひろ

友
とも

さん(玉川大学教授)
対象 �市内在住・在勤の方120人〈申込制(先着)〉　
申込 �12月6日㈮〜2020年1月7日㈫に市HPまたは☎で(氏

名・電話番号を記入し、FAX(88)1394も可)
ほか �託児2歳〜未就学児10人〈申込制(先着)。12月25日

㈬までに☎で〉
問合 �教育センター研修研究担当☎(86)9965

保険・年金・税金
�固定資産税 第3期分の納期限は 
2020年1月6日㈪まで

　金融機関に加え、コンビニエンスストアでの納付
(バーコード付きの納付書に限る)、ペイジー(金融機関
のATMやインターネット・モバイルバンキング)および
口座振替による納付ができます。なお、ペイジー収納
に対応する金融機関は、市HPに掲載しています。納付
方法の詳細は各金融機関にお問い合わせください。口
座振替は、各納期限の2か月前までに金融機関にお申
し込みください。
問合 �収納課総務担当・納税担当

�固定資産税(償却資産)の申告は 
2020年1月31日㈮まで

　固定資産税は土地や家屋の他、事業用の償却資産も
課税対象です。工場や商店の経営、駐車場・アパート
の貸し付けなどの事業を営んでいる個人や法人は、
2020年1月1日現在に所有する償却資産を1月31日まで
に申告してください(税務署への確定申告とは異なり
ます)。資産の増減がない場合や廃業・転出した場合
も申告が必要です。申告用紙は12月初旬に対象者へ送
付しますが、届いていない場合はご連絡ください。な
お、インターネットから地方税ポータルシステム(エ
ルタックス)を利用し、電子申告も可能です。
問合 �資産税課総務担当

�6月～8月の特定健康診査を受けられなかっ
た方を対象に健診を実施

　茅ヶ崎市国民健康保険では、2020年2月に特定健康
診査の追加健診を実施します。受診の際には新しい受
診券が必要となるので、事前にお申し込みください。
期間 �2020年2月1日㈯〜29日㈯
場所 �指定実施医療機関
対象 �次の①〜③全てに該当する方。①2019年度特定健

康診査の対象者②受診当日に茅ヶ崎市国民健康保
険の資格をお持ちの方③2019年6月〜8月の期間に
特定健康診査を受けられなかった方

申込 �2020年2月14日㈮まで(受診券の申し込み)
問合 �保険年金課給付担当

福祉
障害者週間街頭キャンペーン

日時 �①12月3日㈫13時30分〜15時30分②12月5日㈭11時〜
　　11時45分
場所 �①イオンスタイル湘南茅ヶ崎②JR茅ケ崎駅・イ

トーヨーカドー周辺
内容 �①ハンドベル演奏(工房朱)、作品作りワークショップ(松

ぼっくりツリーなど)②障害者施設の作品など物品配布
問合 �茅ヶ崎市社会福祉協議会☎(85)9650

�ひざしの丘まつり～餅つき、模擬店、ステー
ジパフォーマンスなど

日時 �12月21日㈯10時〜14時
場所 �ひざしの丘湘南つつみ苑(堤4289-3)
問合 �湘南つつみ苑☎(53)2022

窓口用・会議室用磁気ループ体験会
日時 �2020年1月23日㈭13時30分〜・14時30分〜、
　　1月27日㈪10時〜・11時〜
場所 �市役所分庁舎6階コミュニティホール
内容 �補聴器に直接音を届け、雑音の少ない鮮明な音声

を聞くことができる磁気ループを体験
申込 �12月16日㈪〜2020年1月15日㈬
問合 �高齢福祉介護課生きがい創出担当

健康
�市民大楽まなびーな～元気なからだを手に入れる 
低栄養の防止法・簡単料理法を学ぶ(調理実習なし)

日時 �12月7日㈯10時〜13時
場所 �ハマミーナまなびプラザ
講師 �嵐雅子さん(相模女子大学栄養科学部准教授)、岩

井達
さとる

さん(文教大学健康栄養学部教授)
定員 �30人〈申込制(先着)〉
申込 �12月6日㈮までに☎で
問合 �文化生涯学習課生涯学習担当

�健診結果を放置していませんか 
コレステロール・中性脂肪値改善のための食生活

日時 �12月20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

講師 �管理栄養士
対象 �40歳〜74歳の方20人〈申込制(先着)〉�
申込 �12月18日㈬までに☎または市HPで
ほか �費用400円(材料費)。調理実習あり
問合 �保健所健康増進課健康づくり担当☎(38)3331

�がん集団検診のご案内～胃・大腸・乳(マ
ンモグラフィ)・子宮がん

日時 �2020年1月23日㈭
場所 �保健所講堂
申込 �12月16日㈪〜
問合 �保健所健康増進課健康づくり担当☎(38)3331

区分 対象 検診時間 定員
〈申込制(先着)〉 費用

胃がん(Ｘ線撮影) 40歳以上 午前のみ 100人 1000円
大腸がん
(便潜血検査) 40歳以上

午前・午後

100人 　600円

乳がん
(マンモグラフィ)

40歳以上
の偶数歳 110人 ※1

子宮がん(頸部) 20歳以上
の偶数歳 140人 　900円

※1　�40歳代の方はマンモグラフィ2方向で1500円、50歳以上の方
はマンモグラフィ1方向で1000円

※　�年齢は2020年3月31日現在
※　�次のいずれかに該当する方はがん集団検診の費用が免除にな
ります。(A)75歳以上(1945(昭和20)年3月31日以前生まれ)の
方、後期高齢者医療の被保険者(B)生活保護世帯の方(C)市民
税非課税世帯の方(同一世帯の全員が課税されていない方)、
(B)・(C)に該当する方は受診日の5日前(閉庁日を除く)までに
お申し出ください

スポーツ
�柳島スポーツ公園無料送迎バス 
運行時間を変更し、より便利に

　JR茅ケ崎駅北口から柳島スポーツ公園まで無料送迎
バスを運行しています。11月1日にダイヤ改正を行い
ました。また、土・日曜日、祝日は午前中も運行します。
運行時刻表は市HPまたは柳島スポーツ公園HPをご確認
ください。
問合 �柳島スポーツ公園☎(73)8632

�トレーニング室利用者講習会 
①総合体育館②屋内温水プール

日時 �①2020年1月11日㈯18時〜18時45分・18時45分〜
19時30分、1月23日㈭9時〜9時45分・9時45分〜10時
30分②1月9日㈭18時〜19時、1月18日㈯9時30分〜�
10時30分

対象 �15歳以上の方各回30人〈申込制(先着)。中学生不可〉
申込 �①12月21日㈯8時30分〜②12月23日㈪9時〜いずれ

も各施設窓口または☎で
問合 �①総合体育館☎(82)7175②屋内温水プール☎(84)1144

�かけっこフェスティバル 
かけっこを科学の力で速くしよう

日時 �2020年1月12日㈰10時〜17時30分
場所 �総合体育館
内容 �①かけっこ力測定②かけっこ教室③足が速くなる

テーピングセミナー④内股O脚など改善ストレッチ
対象 �①幼児(年中以上)〜小学生②幼児(年中以上)・小

学低・高学年各20人③④幼児(年中以上)〜小学生
と保護者10組〈いずれも申込制(先着)〉

申込 �①当日受付②③④12月8日㈰〜総合体育館窓口で
ほか �費用①1回1000円②1人2500円③1組1000円④1組500�

円。開始時間など詳細は総合体育館窓口で
問合 �総合体育館☎(82)7175

�インディアカでいい汗かこう 
羽根つきのボールを使う4人制バレーボール

日時 �2020年1月15日㈬9時40分〜12時
場所 �総合体育館
定員 �20人〈申込制(先着)〉
申込 �1月14日㈫までに☎で
ほか �室内用運動靴持参
問合 �茅ヶ崎インディアカ協会☎(88)6007森元

市民参加・市民活動
カンボジアえんぴつ寄付の活動報告会

日時 �12月7日㈯15時〜17時
場所 �ちがさき市民活動サポートセンター(サポセン)
講師 �石子貴久さん(一般社団法人ホワイトベース代

表)、益永律子さん(認定NPO法人NPOサポートちが
さき代表理事)

定員 �30人〈申込制(先着)〉

【日時の変更】　�広報ちがさき10月15日号7面に掲載の「冬期集中美術講座」の日時が変更になりました。【変更前】12月24日㈫・25日㈬・26日㈭　【変更後】12月25日㈬・26日㈭・
27日㈮　【青少年会館☎(86)9961】
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