2020年

（令和２年）

口どけふふ わわ っっ
旬迎える湘南しらす

５月１日号

しらす漁が３月11日に解禁され、県のかながわブランドに認定されている
「湘南しらす」
が旬を迎えています。市内では一日に200kg以上が水揚げされ、
漁港近くではしらすを干す様子などが見られます。茅ヶ崎市漁業協同組合は
「新型コロナウイルスの影響で魚の消費が低迷しているが、栄養たっぷりの地
元のしらすで地域を元気づけたい」
と意気込んでいます。
ふわふわした口どけの釜揚げしらすや鮮度が命の生しらすは、市内の直売
所（綱元あさまる柳島工場、かいひ丸、北村水産、萬蔵丸、茅ヶ崎イシラス）
で購入できます。配送サービスが可能な直売所もありますので、地元ならで
はのおいしさを家庭で味わってみてはいかがでしょうか。

【農業水産課海浜水産担当】

新型コロナウイルス感染症によるイベント等の中止
本紙掲載のイベントや講座などは、新型コロナウイルス感染症の影響
により急きょ中止・延期となる場合があります。中止の情報は、市 ま
たは各問い合わせ先へご確認ください。

【秘書広報課広報担当】

広報担当から

依然として猛威を振るう新型コロナウイルス感染症。本来であれば市内各所で
春の景色やイベントを楽しめますが、不要不急の外出は自粛しなければならない
状況です。新型コロナ関連の記事が多い中で、本紙1面では3月に撮影したしらす
干しの様子を掲載しました。新型コロナ収束の見通しはなかなか立ちませんが、
茅ヶ崎らしい季節の話題を少しでもお伝えできればと思います。

No.1142

2020年（令和２年）５月１日号

2

市民一人当たりの予算額は30万5887円
令和２年度一般会計当初予算は総額739億8000万円
（前年度比2.4％増）
で、
市民一人当たりに換算すると30万5887円です
（下表参照）
。
令和２年度予算は「茅ヶ崎市総合計画基本構想」と「茅ヶ崎市総合計画第４次実施計画」の最終年度であるため、10年間の取り組みの
総仕上げを行う重要な年度として緊急度・優先度を踏まえた事業選択を徹底し、取捨選択を行った上で予算編成を行いました。
【財政課財政担当】

一般会計歳出（性質別）
人件費

２０．
７％ １５３億２３２８万円 （３．
２％増）

市民一人当たりの
目的別歳出予算額（一般会計）

職員などに支払われる給料、
会計年度任用職員に支払われる報酬など

自主財源

義務的経費

扶助費

令和２年度
予 算 額

２５．
７％ １８９億７４９８万円 （０．
１％増）

市民の生活を支援するためのお金

公債費

６．
６％

４９億１６３９万円 （７．
２％増）

議 会 費

4億2024万円

構成比

伸 率

0.6%

1.7%減

93億3834万円 12.7%

0.4%減

借入金の返済のためのお金

普通建設事業費

６．
４％

災害復旧費

０．
０％

４７億３５２９万円 （５．
３％減）

総 務 費

道路、
学校などの施設整備のためのお金

３００万円

（０．
０％）

市民一人
当たり※5

備 考

1738円

全般的な管理事務、徴税、
3万8612円 戸籍、統計、選挙などの
お金
（予備費を含む）

民 生 費 343億1019万円 46.4%

0.8%増 14万1863円

生活保護、児童手当な
どの福祉のためのお金

衛 生 費

0.9%減

3万2232円

ごみ処理の経費や健康
維持のためのお金

災害からの復旧のためのお金

物件費
投資的経費

１４．
７％ １０８億４９５８万円 （５．
４％減）
９．
１％

６７億５２９２万円 （３．
５％増）

一般会計が特別会計へ支払うお金

その他の経費

依存財源

補助費等

１２．
７％

９４億１０１２万円（１１．
７％増）

公共下水道事業会計や病院事業会計への負担金や各種団体への補助金など

積立金

０．
８％

その他※4

３．
３％

５億９６５２万円
（２０７１．
３％増）

基金に積み立てを行うためのお金

２４億１７９２万円

合

計

７３９億８０００万円 （２．
４％増）

※4 その他の内訳は、
「維持補修費、投資及び出資金、貸付金、予備費」
です

出

労 働 費

2億3016万円

0.3% 20.9%減

952円

雇用対策や勤労者の福
利厚生のためのお金

農
林
水産業費

3億9603万円

0.5% 16.7%増

1637円

農業・畜産業・漁業の
振興のためのお金

商 工 費

16億3783万円

2.2% 11.6%減

6772円

産業や観光の振興のた
めのお金

土 木 費

67億7321万円

9.2%

6.9%増

道路や街路の整備・維
2万8005円 持 管 理 の た め の お 金
（災害復旧費を含む）

消 防 費

25億4069万円

3.4%

2.9%増

1万505円 消防活動のためのお金

教 育 費

56億2149万円

7.6% 20.6%増

（０．
０％）

施設の維持や補修のためのお金など

歳

77億9543万円 10.5%

市で事務を行うのに必要な経費や公共施設の光熱水費など

繰出金

市議会の活動・運営の
ためのお金

2万3243円

小・中学校教育、公民
館・図書館などのお金

扶助費は、令和元年10月に開始した
「幼児教育・保育の無償化」に伴い、民間保育所
等運営事業費や障害児支援給付費の増額を見込み、前年度比0.1％の増を見込んでい
借入金の返済のための
公 債 費 49億1639万円 6.6% 7.2%増
2万328円
ます。
お金
普通建設事業費は、
（仮称）
茅ヶ崎市歴史文化交流館整備事業費の増額があったものの、
粗大ごみ処理施設整備事業費の減額を見込み、前年度比5.3％の減を見込んでいます。
計 739億8000万円 100% 2.4%増 30万5887円
物件費は、建築指導経費が情報データベース化等により増額となったものの会計年 合
度任用職員制度移行に伴い、物件費から人件費へ経費が移動しているため、前年度比
※5 令和2年3月1日現在の統計人口
（24万1854人）
をもとに算出しました
5.4％の減となっています。
広告掲載のお申し込み・お問い合わせは秘書広報課へ

職場で！
家庭で！

対人関係を円滑にする

自己表現スキルアップ術

相手を尊重しながら自分の気持ちや権利も尊重し、言いにくいことや
断りにくいことをしっかり伝える心構えとスキルを「アサーティブ」とい
います。職場や家庭でのコミュニケーションや友人との関係を円滑にす
るため、アサーティブコミュニケーションを学びませんか。

【男女共同参画課男女共同推進担当☎（57）1414】

新型コロナウイルス感染症
の影響により中止

日時

6月 6日 ㈯

場所

 女共同参画推進センター
男
いこりあ

10時～12時



講師 中
 野満知子さん（特定非営利活動法人アサーティブ
ジャパン認定講師）
対象 女性30人〈申込制（先着）〉
申込 5月7日㈭～☎または市 HP で
ほか 託 児6か月～未就学児5人〈申込制（先着）。5月26
日㈫まで

詳細・申し込み HP

ありがとう！車いすを利用している私から・・・先日エレベーターに乗ろうとした時、満員で困っていると、お母さんが小学生のお子さんの顔
こころのバリアフリー を見てうなずき、お子さんが笑顔で「先にどうぞ」と譲ってくれました。お子さんにもお母さんにも、感謝の気持ちでいっぱいです。
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ちがさきの財政
（ ）
内は前年度比

令和２年度当初予算の概要

※1

一般会計歳入

公共用地先行取得事業

市税

２億２２４６万円 （２０１．
０％増） ０．
２％

公共下水道事業

８９億６７６６万円

１３７億８４０万円

７％減） ６．
（３．
４％

使用料及び手数料

１．
１％

諸収入等※2

５．
８％

繰入金

２．
４％

繰越金

１．
１％

８億３５４１万円 （２．
０％増）

市営住宅使用料、戸籍手数料など

４３億３１３万円
（１０．
８％減）

さまざまな事業の実費負担や財産収入、寄付金など

（３．
０％減） ９．
９％

１８億１６８１万円
（９４．
９％増）

自主財源

病院事業

４８．
７％ ３５９億９８８７万円 （０．
４％増）

市民税、固定資産税、軽自動車税、市たばこ税、都市計画税

特別会計や基金などから繰り入れるお金

８億円（２１６．
６％増）

昨年度の予算から繰り越したお金

会計別
予算総額

７３９億８０００万円
４％増）
（２．
５３．
３％

１７．
７％ １３０億７９８７万円
（１０．
１％増）

国が特定の事務事業に対して交付するお金

県支出金

７．
６％

各種交付金等

９．
８％

市債

５．
８％

５６億４２６５万円
（１１．
０％増）

県が特定の事務事業に対して交付するお金

７１億８５３６万円 （１．
５％増）

国や県が徴収した税のうち市町村に配分されるお金

依存財源

１３８７億８２５２万円
（０．
６％増）
１００％

一般会計

国庫支出金

４３億１７９０万円
（２１．
８％減）

施設の整備や臨時財政対策債※3について国や銀行などから借りるお金

国民健康保険事業

２２０億２６００万円 （４．
５％減）１５．
９％

後期高齢者医療事業

特別会計

６４８億２５２万円

（１．
３％減）

４６．
７％

３７億５７００万円 （１２．
０％増） ２．
７％

介護保険事業

１６１億2100万円 （２．
７％増）１１．
６％
※１ 一
 般会計の増減額および伸率の比較対象は、令和元年度当初予算を骨格予算
として編成したため、令和元年度当初予算額
（骨格予算）
と令和元年度補正予
算第２号
（肉付け予算）
の合計金額としています

合計

７３９億８０００万円 （２．
４％増）

※2 諸収入等の内訳は、
「諸収入、分担金及び負担金、財産収入、寄付金」
です
※3 国が地方交付税として用意できない分を地方公共団体が、それぞれ借り入れるお金です
（その元金と利子に対しては、後年、地方交付税により措置されます）

歳

入

歳入の根幹をなす市税は、前年度比0.4%増の359億9887万円を見込んでいます。
国庫支出金は、粗大ごみ処理施設整備事業において活用した循環型社会形成推進交付
金が皆減となったものの、幼児教育無償化関連の施設等利用費負担金が皆増となったこ
とから、前年度比10.1％増の130億7987万円を見込みました。
繰入金は、財政調整基金繰入金が前年度より8.2億円の増、ごみ減量化・資源化基金繰
入金が皆増となったことから、全体で前年度比94.9%増の18億1681万円を見込んでい
ます。
市債は、地方交付税として国が交付するべき財源の不足分を補うために発行する臨時
財政対策債、事業債ともに減となり、全体で21.8％の減を見込みました。

広告掲載のお申し込み・お問い合わせは秘書広報課へ

広報紙、市ホームページの有料広告を募集
空き状況や申し込み方法などの詳細は市

またはお問い合わせください。
【秘書広報課広報担当】

〈広報ちがさき〉
発行部数約9万部(月2回発行)、1枠5万円(縦5.4cm×横12cm)

広報ちがさき

こころのバリアフリー市民部会

〈市ホームページ（スマートフォン対応）〉
月アクセス数 約６万3000件
（トップページ）
トップページ下部バナー広告欄の他、右上
バナー広告欄にランダムに表示
1枠2万円（画像は縦70ピクセル×横140ピ
クセル、GIF形式で4キロバイト以内）

市ホームページ

誰もが安心して過ごせるまちづくりのために市民のみなさまに
「ありがとう」
を伝えていきます。
【都市政策課交通計画担当】
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5月は消費者月間

放課後児童交流事業

消費者問題について考えてみませんか
詐欺や悪質商法などの消費者被害が後を絶ちません。毎年5月は消費
者月間と定められています。この機会に自分の身の回りで起きる契約上
のトラブルなどについて考えてみませんか。消費生活センターでは、消
費者と事業者との契約に関するトラブルなどさまざまな相談に対し、消
費生活相談員が助言や情報提供を行っています。消費生活に関すること
で困ったことがあれば、ご相談ください。

【市民相談課消費生活センター】
消費生活相談員
が適切なアドバ
イスをします

予約
不要

突然の訪問で勧誘
を受けた契約を断
りたいけど、何て
言えばいいぞよ？

消費生活センター

架空請求、住宅リフォーム、通信販売などの契約トラブルに
関する相談を電話または窓口で受け付けています。お気軽にご
相談ください。
日時 月曜日～金曜日9時30分～16時
問合 消費生活センター☎（82）1111（代表）

友だち
追
お願い 加
します

市LINE公式アカウント開設

より多くの方に情報を届けるため、市ではLINE公式アカウントを
開設しました。平常時には観光やイベント情報を中心に発信し、災
害発生時には災害情報に特化して発信します。また、みなさんが知
りたい情報にすぐアクセスできるように、トーク画面下にリッチメ
ニューを表示しています。

【行政改革推進室行政改革推進担当、情報推進課情報政策担当】

市公式アカウントID @chigasakicity
LINEは、スマートフォンやパソコンにインストールして使用
する無料アプリです。次のいずれかの方法で茅ヶ崎市を
「友だち
追加」してください。
●ホーム画面の
「友だち追加」から「検索」を選択し、

「@chigasakicity」と入力して検索
●ホ ーム画面の
「友だち追加」から「QRコード」を選
択し、右のQRコードをカメラで読み取る
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場所

 がさき学童保育の会児童クラブ事業部
ち
（東海岸北1-4-62 NTT東日本茅ヶ崎ビル）

対象

市内在住の小学1～6年生〈申込制（先着）〉

申込

 がさき学童保育の会交流事業担当
ち
☎（40）5220へ

ほか

 細はちがさき学童保育の会交流事業担当へ
詳
問い合わせ

① 防災

ちがさき学童
保育の会 HP

リッチメニュー

緊
 急情報や防災行政用無線の放送内容
等が確認できる防災・緊急情報ページ
にリンクします

② 茅ヶ崎市

市 HP のトップページにリンクします

③ 観光・イベント

市
 のさまざまな魅力やイベントカレン
ダーなどが掲載されたページにリンク
します

④ 施設案内・予約

市
 の公共施設の案内や施設利用の予約
ができるページにリンクします
（新型
コロナウイルス感染症の影響により、
施設予約は現在ご利用できません）

⑤ ごみ

地
 区別の
「ごみと資源物の収集カレン
ダー」
を掲載したページにリンクします

①

②

③

④

⑤

⑥

コ ー ビ ッ ド

⑥ COVID-19

市
 の新型コロナウイルス感染症関連情
報をまとめたページにリンクします

※ 実際の画面とは一部異なる場合があります
※リ
 ッチメニューの内容は災害時など、その
時々の状況に合わせて変更する予定です

などに群生して花が咲いている
のを見ることができます。
また、
月～ 月ごろの暖かく穏やか
な小春日和に、本来とは異なる
季節に花が咲く
「 帰 り 花 」と し
て、まばらに咲いていることも
あります。花を咲かせた後にタ
ンポポのような綿毛をつけ、冬
は葉が地面に放射状に残るロ
ゼット状で越冬します。

地面を縛るような茎
オオジシバリの仲間には、道
端やあぜ道などの裸地や石垣な
どに生育するジシバリ
（イワニ
ガ ナ ）や、 海 岸 砂 浜 に 生 育 す る
ハマニガナなどがあります。
地表を這うように長い茎を伸
ばし、節々から根を出す様子が
地面を縛るように見えることか
ら名付けられたジシバリ
（地縛
り ）と 似 て い る た め、 ジ シ バ リ
より花や葉が大きいことからオ
オジシバリという名前になりま
した。
【文化資料館☎
（ ）
１７３３】

10
11

葉は細長く形が特徴的

毎月楽しい企画がたくさん

土曜日（月2回程度。事業ごとに時間が異なる）

オオジシバリはキク科の多年
草です。草刈りが行われている
ような道端や水田のあぜ道な
ど、日当たりが良く、やや湿り
気がある場所で見られます。

5

85

日時

黒っぽいおしべが特徴
花の直径は２・５センチ
～３センチ
で
とう か
す。花に見える部分は頭花また
と う じょう か
しょう か
は 頭 状 花 と い い、 小 花 と い う
小さな花が集まってできていま
か けい
す。花を咲かせる際に花茎とい
う花をつける茎を センチ
ぐらい伸
ばし、
先端に黄色い頭花を 個～
個つけます。中央の黒っぽい
おしべがよく目立ちます。
だ えん
葉は、へら状の楕円形になっ
ているのが特徴で、長さは センチ
ほどあります。また、葉や茎を
折ると乳液と呼ばれる白い汁が
出ます。乳液には天然ゴムが含
まれており、動物に食べられに
くくするためだと考えられてい
ます。
月～ 月ごろには、あぜ道
3

4

タンポポに似たオオジシバリの花

放課後児童交流事業は、児童にさ
まざまな体験活動の場を提供し、健
全育成を図るものです。ちがさき学
童保育の会では、その一環としてク
ラフト教室や科学教室などを開催し
ています。学区や学年を超えて楽し
く交流しませんか。

【保育課児童クラブ担当】

オオジシバリ
写真・文／文化資料館自然資料整理グループ

4

5
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ホストタウン国の旬な情報をお届け

ズドラーヴォ！
※ ズドラーヴォはマケドニア語で「こんにちは」

東京2020大会は2021年に延期となりましたが、今後もホストタウン
として、市は北マケドニア共和国と多様な交流を進めていきます。この連
載では、駐日北マケドニア共和国大使館から文化や季節のイベントなど北
マケドニア共和国の
「今」をお伝えします。

【男女共同参画課多文化共生担当☎（57）1414】

感染症に配慮した
災害発生時の避難
新型コロナウイルスの感染が発生している今、大地震や大雨などの災害
が起きた場合は多くの人が避難する避難所ではなく、自宅や身近な親戚、
知人宅へ避難する方が安心です。そのためには、日頃から備えをしておく
ことが大切です。このような時だからこそ、いま一度、災害時の避難や備
えについて考えてみましょう。

【防災対策課防災担当】

避難所以外にも避難先を決める

受け継がれる伝統音楽
北マケドニアには古くから各地に根付い
たマケドニア民謡があります。そのほとんど
が、書物ではなく人から人へ世代を超えて
受け継がれてきました。マケドニア民謡はバ
ルカン半島の伝統音楽の一つで、複雑なリ
ズムとメロディーを奏でる音楽です。女性の 結婚式で披露される伝統音楽やダンス
美しさや故郷の風景を思い歌った曲が多く、結婚式やお祝い事などでは、伝
統楽器の音色とともに参加者全員が歌い踊る習慣があります。19世紀ごろに
は、
「マケドニア地方で歌や踊りをしてはいけない」
と言
われるほどマケドニア人は音楽や踊りを愛し、上手だっ
たといわれています。
市役所本庁舎東出入口前展示スペースでは伝統楽器
「カヴァル」
を展示していますので、ご覧ください。
梅の木で作られたカヴァル

これまでの台風などの災害教訓として、
自宅での被害が想定される場合は、
風雨が強くなる前に浸水などの危険性がない安全な地域への避難や、安全な
場所にある親戚・知人宅などへの避難が推奨されています。感染症予防の観
点からも、多くの人が集まる避難所より親戚・知人宅などへ避難する方が安
心です。
大雨などによる浸水や地震による家屋の倒壊、津波の浸水の危険性などが
ない場合は、自宅に避難することが原則です。住んでいる地域の災害リスク
を把握し、家具の固定や窓ガラスの飛散防止、7日分の備蓄
（本紙8面参照）
を慌てることなく準備するなどの防災対策をしましょう。また、
この機会に、
家族や親戚などと災害時の避難について話し合っ
てみてください。
万が一、避難所に避難する場合は、一人一人が
手洗いや咳エチケットなどの基本的な感染症対策
に努めてください。

20万円を上限

神奈川フィル創立50周年記念事業

危険ブロック塀の撤去に補助金
ブロック塀は地震や老朽化により倒壊すると、歩行者に危害が及ぶだけ
ではなく、避難や救助活動を妨げます。市は、危険ブロック塀の撤去を促
進するため、撤去費用の一部を補助し、安全なまちづくりを推進しています。

【建築指導課建築安全担当、防災対策課防災担当】
補助制度の種類

① 危険ブロック塀等の撤去費補助
（建築指導課）
②狭
 あい道路に接する危険ブロック塀などの撤
去費補助
（防災対策課）
※道
 路種別により活用できる補助制度が異なり
ますので、事前に市役所建築指導課窓口でご
相談ください。工事前に申請が必要です
道
 路に接し、道路の面から高さ0.8ｍを超えるブロック塀など
（過去に市の補償ま
たは他の補助金等を受けて撤去したものは除く）
を0.8ｍ以下まで撤去するもの

補助額
（事前申請）

撤去工事見積金額と、塀撤去見付け面積
（㎡）
×6000円の金額が低い方
上限20万円
（高齢かつ市民税非課税世帯は上限割り増しあり）

新たに塀をつくる場合
法基準に適合させる必要があります。
信頼できる施工業者等に工事を依頼し、
契約書や設計図面、見積書などをしっかりと保存しておきましょう。
※ 新設費用の補助はありません

耐震改修促進
補助金申請スタート
●補助対象 次の全てに該当するもの

まずは
耐震診断

・市内に所有する住所で、かつ、自己が居住している住宅

・一戸建ての住宅
（二世帯住宅を含む）
、または店舗兼用住宅
（住宅
部分2分の1以上）
・市に登録された耐震診断士が行う耐震診断事業
・1981年
（昭和56年）
5月31日以前に建築された木造建築物
・地階を除く階数が3以下で、在来軸組構法、伝統的構法または枠組壁構法
（ツーバイフォー構法）
によるもの

●補助額
（事前申請）

県内を中心に活動するプロのオーケストラ「神奈川フィルハーモニー管
弦楽団」が今夏、創立50周年を記念した主催公演を市民文化会館で開催し
ます。指揮は市内在住の上野正博さん。人気漫画「のだめカンタービレ」で
も有名な『交響曲第7番』などの曲を披露します。

【文化生涯学習課文化推進担当】
日時
場所
内容

補助対象

①木造住宅耐震診断事業補助金

巡回公演を茅ヶ崎で開催

耐
 震診断費用、建物一棟あたり10万8900円（税込）の一律金額に対し、
7万3000円を補助
（高齢かつ市民税非課税世帯は上限割り増しあり）

8月30日
（日）
14時開演
市民文化会館
歌劇
「どろぼうかささぎ」
序曲
（ロッシーニ）
夏 の夜の夢より
「序曲」
「 スケル
ツォ」
「夜想曲」
「結婚行進曲」
（い
ずれもメンデルスゾーン）
指揮を振るのは市内在住の上野正博さん
交響曲第7番
（ベートーベン）
申込 6
 月24日
（水）
～神奈川フィル HP または神奈川フィル・チケットサービス
☎︎045
（226）
5107へ
ほか 一般3500円、25歳以下の方1500円
（チケット代）
問合 神奈川フィル・チケットサービス
☎045
（226）
5107
（平日10時～18時）
神奈川フィル HP

今後発生が予想される大地震で命を守るためには、住宅の耐震補強を
行うことが有効です。木造住宅の耐震改修促進のため、補助金の申請受
け付けを5月7日（木）から開始します。申請には各種条件がありますの
で、事前に市役所建築指導課窓口へ相談してください。

【建築指導課建築安全担当】

②木造住宅耐震補強事業補助金
●補助対象 次の全てに該当するもの

・補助金を利用し耐震診断が終わった建物のうち、

上部構造評点が1.0未満のもの
・市に登録された耐震診断士により設計された耐震
補強工事であり、工事後の上部構造評点が1.0以上

評点

1.0 →１.０
未満

以上

のもの
・市に登録された耐震診断士により工事監理される
耐震補強工事のもの

●補助額
（事前申請）

耐
 震補強工事にかかる費用
（税別）
の2分の1かつ上限50万円を補助
（高齢者世帯などは上限割り増しあり）
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お
の
そう ま

蒼真 ちゃん
森

もり

7

こころ ちゃん

汐見台
月 日

6

たね

笑顔でいつもみんなを幸せにしてくれます！

企業を研究して仕事を探そう

求人情報の見方から企業調査の方法を学ぶ
日時 6月6日㈯10時～12時
場所 勤労市民会館
内容 仕事の探し方、企業の求人の出し方、 集め方など
をプロから学ぶ
講師 花田順一さん(キャリアカウンセラー)
定員 20人
〈申込制(先着)〉
申込 5月1日㈮～6月5日㈮に☎または勤労市民会館 HP で
問合 勤労市民会館☎(88)1331(10時〜21時)
多様な働き方を求める方とのマッチング事業
中止 ｢○○に柔軟な合同企業説明会｣参加企業募集
日時 7月1日㈬10時～12時

市職員の人事異動

あら い

けい

産業・雇用

30 1

新井 種 ちゃん

松が丘 丁目
月 日

お ざき

動くの大好き！とっても力強い男の子です

中止

「広報ちがさき」
の
「すこやか赤ちゃん」
コーナー応募フォーム、ま
着）
に市 HP 内
たは郵送
（写真の裏に赤ちゃんの住所・氏名
（ふりがな）
・生年月日・電話番号、
20字以内の赤ちゃん紹介を記入し、〒253―8686茅ヶ崎市役所秘書広報課す
こやか赤ちゃん係へ）でご応募ください
（1人1点のみ）
。なお、応募写真は返
却致しませんのでご了承ください。

6

救急病院
本村5-15-1 ☎（52）1111
西久保500 ☎（83）9111
幸町14-1
☎（58）1311

地域医療センター
調剤薬局

 (38)7532（自動音声案内後、用件
☎
先に接続）
☎(38)5086（直通）

日曜日・祝日・
年末年始
平日・土曜日

内科
小児科・外科・
歯科
内科・小児科

9時～12時・
13時～23時
9時～12時・
13時～17時
20時～23時

※内科・小児科・外科の受付は各時間帯とも診療終了
の30分前まで
※年末年始の歯科診療は１月４日まで
いんこう

耳鼻咽喉科/眼科救急
日曜日・祝日・年末年始

当日の診療場所・時間は消防本部救急医療情報案内
テレフォンガイドでご確認ください☎（85）0119

かながわ小児救急ダイヤル
毎日18時〜24時

いつでもニコニコ。パパはメロメロ

子どもの体調のことで判断に迷ったときのための、
看護師などによる電話相談
☎045（722）8000

場所 男
 女共同参画推進センターいこりあ
対象 企業10社程度
〈申込制。応募多数の場合は調整〉

申込 5月11日㈪までに申込書(市 HP で取得可)を メール koyo
uroudou@city.chigasaki.kanagawa.jpへ( FAX

(57)8377も可)

問合 雇用労働課雇用労働担当

防災

城山ダム(相模原市緑区)の洪水対応演習
城山ダム管理事務所では、梅雨や台風などによる出
水期を前に、ダム放流による事故を未然に防止するこ
とを目的として、5月12日㈫・13日㈬にスピーカー放
送とサイレンの吹鳴、電光表示の点灯と赤色回転灯の
点灯、警報車による巡視と警報の演習を城山ダムから
すいめい

茅 ヶ 崎 市 立 病 院
湘南東部総合病院
茅ヶ崎徳洲会病院

医科・歯科

★2019年8月生まれ
（広報ちがさき7月1日号と市 HP に掲載）の市内在住の赤
ちゃんの写真
（頭まで写っているもの）を募集します。5月1日㈮～29日㈮
（必

尾﨑 慶 ちゃん

菱沼 丁目
月 日

10

2

赤羽根
月 日

今回の応募は22点でした

6

み

HP

事前に連絡してから受診してください

茅ヶ崎3-4-23

絵本が大好き もっと読んでと甘えています

たっちも上手にできます！ねえねが大好き！

か赤ちゃん
や
こ
す 2019年6月生まれ

6

な

食欲旺盛！ほっぺたにエネルギー蓄えてます

18

6

ち

美住町
月 日

かな た

奏多 ちゃん

6

急病のときは

小野

かね こ

いし い

20

金子 千奈海 ちゃん

石井
幸町
月 日

6

6

相模川河口にかけて行います。訓練のため、ダムゲー
トからの放流はしません。実際の災害とお間違いのな
いようご注意ください。なお、大雨などにより中止と
なることがあります。
問合 城山ダム管理事務所☎042(782)2831
全国瞬時警報システム(Jアラート)の試験放送

防災行政用無線(屋外スピーカー)など
Jアラートは、国から地震・津波や武力攻撃などの
緊急情報を人工衛星などで瞬時に伝えるシステムです。
日時 5月20日㈬11時頃
内容「これはJアラートのテストです」

を3回繰り返し、
「こちらは防災ちがさきです」
で放送終了
ほか メール配信サービス、
防災ラジオ、tvkデータ放送、
テレドーム、情報サイトでも同時配信
問合 防災対策課危機管理担当

4月1日付けの人事異動を報告します。
【職員課人財育成担当】

・こども育成部長兼福祉事務所担当所長 細見明子
（総務部参事兼市民課長）
・下水道河川部長 大竹功
（下水道河川部参事兼下水道河川総務課長）
・保健所副所長 谷久保康平
（保健所参事兼保健企画課長）
・市立病院副院長兼医療安全管理室長兼感染管理室長兼医療情報管理室長兼診療
記録管理室長 藤浪潔
（市立病院副院長兼診療部泌尿器科部長兼医療安全管理
室長兼医療情報管理室長兼診療記録管理室長）

・市立病院診療部長兼眼科部長 益原奈美
（市立病院診療部眼科部長）
・会計管理者兼会計課長 木村英知
（総務部参事兼職員課長）
・選挙管理委員会事務局長 中山早恵子
（教育推進部長）
・監査事務局長 角田直也
（企画部参事兼秘書広報課長）
・教育総務部長 前田典康
（教育総務部参事兼教育総務課長）
（ ）
内は旧職名
・教育推進部長 白鳥慶記
（企画部行政改革推進室長）

フ ー ド ア ク シ ョ ン

茅ヶ崎 foodaction

市 内 飲 食 店 で テ ークアウト 推 進
市内の飲食店を応援

食品のテークアウトを推進する有志のコミュニ
ティ
「茅ヶ崎foodaction」は、
「売り上げ減少に悩む
市内の飲食店を応援したい」という思いから、ロー
カルファースト研究会代表の淺野真澄さんと、飲食
店を営む境はづきさんが始めた取り組みです。市内
で持ち帰りができる飲食店をウェブやチラシで紹介

新型コロナウイルス感染症の影響により、来店客の減少などで
苦しい状況が続いている市内の飲食店では、調理された食品を購
入して持ち帰る、テークアウトを勧める動きが広がっています。

【産業振興課商工業振興担当】

民の反応に手応えを感じています。

「外食できずに毎日料理を作る親御さん
の負担軽減や作り手の見える料理を食べて
ほしいという思いも込めています。テーク
アウトを活用し、ぜひ市内の飲食店を応援

参加店舗の情報や
テークアウトを利
用する際はこちら

テーク
アウト

してください」
と思いを語りました。

しています。
4月にフェイスブック上にコミュニティが立ち上
がってから続々と参加店が集まり、4月13日現在で
44店舗がチラシに掲載されています。コミュニティ
の参加者は3000人を超え、広告やチラシのポスティ
ングに協力するボランティアも集まっています。
淺野さんと境さんは
「このスピード感で輪が広
がっていくのは魅力的な飲食店が多く、人とのつな
がりを大事にする茅ヶ崎ならでは」と、飲食店や市

代表の淺野さん
（右）と境さん
（左）
。チラシ作りは連日深夜
にまで及んでいるという

チラシの配架にボランティアで
協力する店舗も

持ち帰り用のメニューには地元食材や
お店ならではの工夫もされている

〈118〉▷交通事故死者0
〈0〉▷交通事故負傷者51
〈139〉▷犯罪発生48
〈134〉いずれも暫定値
交通事故・犯罪発生・火災・救急件数 ▷交通事故46
▷火災2
〈6〉
▷救急車の出動833
〈2646〉
  火災の問い合わせは、
☎
（82）
2119へ
3月の件数
〈2020年の累計〉
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◆

欄に詳細がないものは 問合 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
表彰

新型コロナウイルス感染症による
一部イベント等の中止情報

新型コロナウイルス感染症が国内外で発生して
いることを受け、来場者のみなさんの健康と安全
に配慮し、一部のイベント等を中止します。本紙
に掲載のイベント等で、4月13日現在で開催中止
が決まっているものは中止マーク 中止 で表記して
います。
過去の広報紙で掲載したイベントや今後予定して
いるイベント等も、急きょ中止・延期
となる場合があります。詳細は市 HP ま
たは問い合わせ先へご確認ください。
問合 秘書広報課広報担当
市 HP

ごみ
衣類・布類(資源物)の処理
みなさんから排出された衣類・布類は、主に東南ア
ジアに輸出し再使用されていますが、新型コロナウイ
ルス感染症の影響による各国の経済情勢の悪化に伴
い、中古衣類の消費が滞る可能性があります。衣類・
布類の回収はごみと資源物の収集カレンダーどおりに
行いますが、燃やせるごみとして処分をする場合もあ
ります。
問合 資源循環課資源循環担当

子育て・教育

2歳児のほめ方、叱り方、伝え方の練習

中止「ほしつ☆メソッド」
日時 6月15日㈪10時～12時
場所 男女共同参画推進センターいこりあ
対象 2歳児の保護者10人
〈申込制(先着)〉
申込 6月5日㈮までに☎で
ほか 託児6か月～未就学児
〈申込制〉
問合 こども育成相談課家庭児童相談室☎(82)1151
ちがさき宇宙教室
中止 東大生と作って学ぶ宇宙の科学
日時 6月28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
CAST
対象 小 学生以上の方50人
〈申込制(抽選)。小学生は保
護者同伴〉
申込 6月5日㈮(必着)までに、はがきに住所・氏名・年齢・
電話番号を記入し、〒253-8686茅ヶ崎市役所青少
年課へ郵送(窓口または市 HP も可)
ほか 筆記用具、はさみ、水筒持参
問合 青少年課育成担当
キャスト

スポーツ

日時
場所
対象
申込
ほか
問合

日時

対象
申込
問合

日時
場所
対象

申込

インディアカでいい汗かこう

羽根付きのボールを使う4人制バレーボール
6月3日㈬9時40分～12時
総合体育館
新たにスポーツを始めたい方、スポーツ経験を生
かしたい方20人
〈申込制(先着)〉
6月2日㈫までに☎で
室内用運動靴持参
茅ヶ崎インディアカ協会☎(88)6007森元
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
①
 6月17日㈬18時～18時45分・18時45分～19時30分、

6月28日㈰9時～9時45分・9時45分～10時30分②6月
11日㈭18時～19時、6月20日㈯9時30分～10時30分
1 5歳以上の方各回30人
〈申込制(先着)。
中学生不可〉
①5月20日㈬8時30分～②5月26日㈫9時～いずれも
各施設窓口または☎で
① 総合体育館☎(82)7175②屋内温水プール☎(84)
1144
茅ヶ崎インディアカ総合大会

①男子の部・女子の部②交流の部
6月21日㈰9時～
市体育館
① 茅ヶ崎インディアカ協会員②市内在住の愛好
者・未経験者4人以上で編成されたチーム
〈いずれ
も申込制〉
6月5日㈮17時までに申込書(茅ヶ崎インディアカ

協会 HP または市 HP で取得可)を FAX (88)6007で

ほか 費
 用1チーム2000円(交流の部は1人100円)
問合 茅ヶ崎インディアカ協会☎(88)6007森元

健康

中止 がん集団検診・がん施設検診が中止
5月〜8月のがん集団検診と4月〜6月のがん施設検診
は、新型コロナウイルス感染症のまん延・拡大防止の
ため中止となりました。なお、振り替え実施などにつ
いては未定です。また、今後の状況により実施期間な
どが変更される場合もあります。詳細は市 HP などをご
確認ください。
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
中止 楽しくフレイルチェックしませんか
日時 6月9日㈫14時～16時
場所 南湖公民館
対象 市内在住の概ね65歳以上の方30人
〈申込制(先着)〉
申込 5月1日㈮～6月5日㈮に☎で
ほか 筆記用具、飲み物、普段使用している眼鏡持参
問合 南湖公民館☎86(4355)

福祉

中止 土曜ミュージックサロン
日時 5
 月9日㈯13時45分～14時45分
場所 萩園いこいの里

内容「リベルタンゴ」

「川の流れのように」
「ひまわりの

約束」
他

ほか 藤
 沢玲子さん(ピアノ)、
鈴木悠さん(サックス)出演
問合 萩園いこいの里☎(88)7513

中止 5月14日㈭の認知症ホッとカフェが中止
広報ちがさき4月15日号2面に掲載の
「集える場所 認
知症ホッとカフェ」は、新型コロナウイルス感染症の
まん延・拡大防止のため中止となりました。
問合 高齢福祉介護課支援給付担当

中止 ポール貯筋ウオーキング講座
日時 5
 月26日㈫10時30分～12時
場所 萩園いこいの里

講師 安 江千佳さん(日本ポールウォーキング協会健康

運動指導士)

対象 運動の禁止や制限がなく、
歩行ができる方20人
〈申

込制(先着)〉

ほか 費 用300円(ポールを持参の方は無料)。運動しや

すい服着用。飲み物持参

問合 萩園いこいの里☎(88)7513

おはなしの小部屋〜絵本の読み聞かせ、

手遊び、音遊び、絵描き唄など
日時 5月28日㈭11時～11時30分
場所 萩園いこいの里
問合 萩園いこいの里☎(88)7513
高齢者の住まい探し相談会～年齢を理由に

断られた、
一人で不動産店に行きづらいなど
日時 5月28日㈭13時30分～
場所 茅ヶ崎市社会福祉協議会
対象 市内在住で民間賃貸住宅を探している60歳以上の
方5人
〈申込制(先着)〉
申込 5月27日㈬までに☎で
問合 かながわ住まい・まちづくり協会☎045(664)6896
高齢者の生きがい事業
中止 初心者のスポーツ吹矢教室
日時 5月28日、6月4日・11日・25日、7月9日 い ず れ も
木曜日9時30分～12時(全5回)
場所 老人福祉センター
対象 市内在住で60歳以上の方30人
〈申込制(抽選)〉
申込 5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300円(初回のみ)
問合 茅ヶ崎市老人クラブ連合会☎(58)5281

中止

県障害者スポーツ大会(水泳)
日時 7
 月5日㈰10時〜
場所 さがみはらグリーンプール(相模原市中央区)

対象 身体障害者手帳または療育手帳の交付を受けた13

歳以上の方
〈申込制〉

申込 5月18日㈪までに申込書(市役所障害福祉課で配布

中)を障害福祉課へ持参

問合 障害福祉課障害福祉推進担当

市民参加・市民活動

自治基本条例及び市民参加条例に関する

①②意見募集③アンケート
自治の基本となるルールを定めた自治基本条例及び
市民参加条例に関する意見募集などを実施します。
期間 5月１日㈮～20日㈬
内容 ①自治基本条例に基づく取り組み状況等の市によ
る検証内容②市民参加条例に基づく取り組み状況
等③両条例に関するアンケート
対象 市内在住・在勤・在学の方、市内で事業活動を行
う方、公益の増進に取り組む方、市に対し納税の
義務を負う方
申込 5月20日までに①②市 HP または資料配布場所(市役
所行政総務課・市民自治推進課・市政情報コー
ナー、小出支所、各出張所)で③市 HP で
問合 行政総務課市政情報担当、市民自治推進課協働推
進担当

まちづくり

児童クラブの指定管理者

児童クラブ(市内２５施設)の管理を委任する指定管理
者を募集します。
ほか 詳細は募集要項(5月1日㈮〜市役所保育課で配布。
市 HP で取得も可)参照
問合 保育課児童クラブ担当

湘南夢わくわく公園 工事のため閉鎖
新湘南バイパス耐震補強・老朽化対策工事の実施に
伴い、湘南夢わくわく公園を閉鎖します。工事期間は
7月(予定)から約2年間です。ご理解、ご協力をお願い
します。
問合 公園緑地課公園緑地担当

文化・歴史

市民文化会館 5月・6月の施設予約抽選会

の日時が変更
新型コロナウイルス感染症のまん延・拡大防止のた
め、5月・6月の施設予約抽選会の日時が変更となりま
す。5月の抽選会は、大・小ホール・展示室が6月1日㈪9
時～、会議室・練習室が6月1日10時30分～実施します。
6月の抽選会は、大・小ホール・展示室が6月1日13時30
分～、会議室・練習室が6月1日15時～実施します。詳
細は市民文化会館 HP または直接お問い合わせください。
問合 市民文化会館☎(85)1123

「平和について」
ポスター・作文コンテスト
内容 平 和に関するポスター(39cm×54cm)・作文(400字

詰め原稿用紙3枚以内)。1人1点、未発表のもの

対象 市
 内在住・在学の小学6年生、中学2年生
申込 作文は7月8日㈬、ポスターは7月15日㈬(いずれも

必着)までにポスター・作文とも裏面に住所・氏
名(ふりがな)・電話番号、学校名、学年、
「平和
について」ポスター・作文コンテストと記入し、
〒253‐8686茅ヶ崎市役所男女共同参画課へ郵送
ほか 入 賞者は市ピーストレイン事業(広島県広島市に
派遣)に参加。
入賞作品は市が行う平和事業に使用
問合 男女共同参画課多文化共生担当☎(57)1414

税金

固定資産税等の閲覧・名寄帳の交付
新型コロナウイルス感染症のまん延・拡大防止に伴
い、6月1日㈪までの縦覧期間中の閲覧・名寄帳の交付は、
郵送での対応も可能です。
詳細は市 HP をご確認ください。
問合 資産税課総務担当

生活

市民相談窓口の一部中止・時間変更
新型コロナウイルス感染症のまん延・拡大防止のた
め、税務相談・司法書士相談・不動産相談を５月末ま
で中止とします。今後も中止・縮小などを行う場合も
ありますので、事前にお問い合わせください。
問合 市民相談課市民相談担当
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道の駅から発信するオリジナルブランド

チ ョ イ ス

新

きん

第１弾

茅ヶ崎ナベヤ苺園

新

茅ヶ崎ナンプラー えぼしの雫

地元でとれた魚を使い、
独自の短期間製法で発酵・
熟成して引き出したうま味
が魅力。季節ごとに魚の風
味の違いを感じることがで
きます。添加物が入っていないので体にもやさしく、調
味料としてさまざまな料理に使うことができます。

新

マ

カ

ロ

ナ

ー

ジ

茅ヶ崎の太陽で育った
「完
熟」いちごの摘み取り体験で
す。高設栽培式の施設なので、
立った ままで 収 穫 が 可 能 で
す。夜はライトアップされた
幻想的な雰囲気で楽しめる
「ナイトいちご狩り」も。紅
ほっぺなど5種類以上のいちごが選べます。

完熟茅ヶ崎マカロン

帝国ホテルで磨いた独自
の 製 法 で 確 立し た 看 板 メ
ニューのマカロンです。な
かでも程良い酸味とジュー
シーで味に深みがある茅ヶ
崎ナベヤ苺園のいちごを使
用したフレーバー
「完熟茅ヶ崎いちご」
がおすすめ。その
時期に採れる旬な食材を厳選し調達しています。

新

ブ レ ッ ド ス タ ジ オ

モ

グ

Breadstudio mog

茅ヶ崎「海の和」食パン

「和食に合う食パン」
とい
うコンセプトで、塩の代わ
ぎょ しょう
を加
りに魚 醤「えぼしの雫」
え、潮の香りとうま味を味
わえる食パンです。どんな
方にも安心して食べてもら
えるよう、国産の原材料を使用し、添加物不使用で作っ
ています。

備える
防災

茅ヶ崎プリン

濃厚なチョコレートアイスと
ブ ン ゾ ー
湘南ル・ショコラBUNZOOの生チョ
コをたっぷりと混ぜ合わせ、さ
らにパリパリとした食感を持つ
チョコを練り込んでいます。

ローリングストックの図

使った分だけ
買い足す

SUPフィッシング体験スクール

バ ラ エ テ ィ

ス

ト

ア

ベ ベ ッ ト

variety store BEBET

自分だけのオリジナルサンダル手彫り体験

中

eでも配信

You Tubeページ

飲食部門

雑

雑貨部門

体

体験・
イベント部門

Choice!
CHIGASAKI

大規模な災害が発生すると、電気、水道、ガスなど
のライフラインが長期にわたり使えなくなります。ラ
イフラインの停止に備えた備蓄をしましょう。
●被災地からの声
震災当時はライフラインの停止が一番大
変だった。ランタンやガスは備蓄しておく
べき。
［福島県郡山市出身］

（燃料含む）
ガスの ・カセットコンロ
（約1か月分）
停止 ・カセットボンベ15本～20本

5月9日㈯・10日㈰に茅ヶ崎公園野球場周辺とうみかぜテラス(体験学

習センター)で開催を予定していた
「茅ヶ崎アロハマーケット2020」は、新
型コロナウイルス感染症のまん延・拡大防止の観点から、中止となりまし
た。ご理解いただきますようお願いします。
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●発行日／毎月1日・15日

☎0467
（82）
1111

飲

茅ヶ崎アロハマーケット
中止のお知らせ

土・日曜日 9時～、月曜日 23時30分～、水曜日 20時～、金曜日 23時30分～

●編集／企画部秘書広報課

新規部門

・電気は復旧が早いので電気ポット

ケーブルテレビ

YouTub

新

・情報収集のためのラジオ
断 水 ・飲み水として1日3ℓ
・簡易トイレ
日常で使う

デジタル放送ch

●発行／茅ヶ崎市

サ ー フ アンド ス ポ ー ツ

停 電 ・ランタン、ライト、予備のバッテリー、電池

備える

水道が止まってしまい、川から水をくむのにポリタ
ンクが必要だった。車のガソリンがなくて買い物に行
けなかったので、普段からガソリンが半分になったら
満タンにしておいたほうがいい。
［宮城県南三陸町］

〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎 1 - 1 - 1

イ

ライフラインの停止に備えた備蓄

備蓄のために食料や水などをまとめて買
うと、置き場所や管理に困ります。普段か
ら少し多くの食料を買い足すことで、常に
一定量を家に備蓄できます。日常の生活で
使うことで、消費期限なども管理しやすく
なります。

お風呂に入れず困ったのでボディーシートは必須。
特に女性は、生理用品を備蓄しておかないと大変。
携帯の充電器もなかったので家族との連絡や情報収
集ができなくて不安だった。
［岩手県陸前高田市］

広報ちがさき 2020年
（令和２年）
５月 1 日号

ソ

災害がいつ起きても困らないよう、普段から水や食料のほか、ライフラ
イン停止に備えた物品を各家庭で用意しておくことが大切です。備蓄を始
めるにあたり、「何をどれくらい備蓄すればいいのか」を紹介します。

【防災対策課防災担当】

普段からできる簡単な備蓄方法
「ローリングストック」

●被災地からの声

ハーモニアスニュース

ホ

H
osoiiSurf & Sports
サ ッ プ

沖 縄 で サン ダ ル 作りを 学 んだ アー
ティストが丁寧に教える、世界に1つだ
けのビーチサンダル作り。茅ヶ崎の風
土や雰囲気にマッチします。大切な方
への贈り物としても喜ばれています。

生チョコスペシャルアイス

過去の災害では、災害発生後にコンビニやスーパーへ
人が殺到し、水、食料、生活用品などがすぐになくなっ
てしまいました。救援物資が届くまでに、早くても3日～
7日かかると想定されています。災害時やもしもの時に備
えて、家族全員が最低1週間過ごすことができる量を目
安に備蓄しましょう。

23日㈯〜

アロハシャツCHIGASAKI

株式会社プレンティーズ

飲

今から始める7日分の備蓄

アンコール放送

体

茅ヶ崎産 湘南活しらすの浜漬け

茅ヶ崎独自のしらす漁でとれ
たしらすを生きたまま加工す
る、
鮮度抜群の浜漬けです。茅ヶ
崎の海の幸と漁師の技法がふん
だんに生かされています。

困らない備蓄 のススメ

9日㈯ 〜

茅ヶ崎市観光協会

うおたく

株式会社魚卓

飲

5月の放送（予定）

キ

SUPとフィッシングを組み合
わせた新しいスポーツフィッシ
ング
「SUPフィッシング」
。SUP、
釣り道具一式、ウェットスーツ
など、必要な道具は全てレン
タルできます。SUPや釣りが未経験の方でも、インスト
ラクターが安全に楽しめるようご案内します。

素材から火入れまで、こだわっ
て作っているプリンです。しっか
りした硬さがありますが、舌触り
はとてもなめらか。無添加・無着
色で玉子や素材本来の味を堪能で
きる新食感プリンです。

ちがさきの “ 今 ” をより深く

サ

茅ヶ崎のクールビズはアロ
ハシャツで。姉妹都市協定締
結5周年を記念し、茅ヶ崎・ハ
ワイにゆかりのあるデザインを
取り入れた、茅ヶ崎市観光協会
オリジナルアロハシャツです。

体

有限会社クライミング

ュ

パティスリーMacaronage

雑

完熟いちごの摘み取り体験

飲

ガ

第1回
「Choice!CHIGASAKI」
の全20の認定品目が決まりました。
今回は第1弾として、認定品目10品
（新規部門4品、飲食部門
3品、雑貨部門1品、体験・イベント部門2品）
を紹介します。

【産業振興課道の駅整備推進担当】

みんなが選んだ認定商品
欣ずし

チ

8

0467
（87）
8118

【茅ヶ崎アロハ実行委員会(茅ヶ崎商工会議所内)☎(58)1111】

人 口▶ 241,925人 （前月比71人増）
世帯数▶ 103,428世帯（前月比337世帯増）

（2020年（令和2年）4月1日現在）

茅ヶ崎市 HP
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