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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

