
◆ 　　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
�相模川沿いの自然環境を保全し、 
心地よい汗をかこう

日時 �11月8日㈰9時30分～11時30分
場所 �相模川河畔林内(平太夫新田)
ほか �相模川堤防上集合(温水プール西側。駐車不可)
問合 �相模川の河畔林を育てる会☎(82)5587村中

�野外自然史博物館自然観察会 
秋色に染まる動植物

日時 �11月14日㈯9時30分～12時30分
場所 �県立茅ケ崎里山公園（パークセンター前集合）
問合 �野外自然史博物館事務局☎080(5698)6780富岡

柳
やなぎ

谷
やと

定例自然観察会 初冬の谷戸を見よう
日時 �11月22日㈰10時～12時
場所 �県立茅ケ崎里山公園（パークセンター前集合）
問合 �柳谷の自然に学ぶ会☎(88)5586白田

税金・保険・年金
�国民健康保険料の納付は口座振替が便利 
一度の申し込みで翌年度以降も継続引き落とし

　口座振替は納付の手間が省け、納め忘れを防ぐこと
ができます。口座振替の申し込みは市内指定金融機関
で受け付けています。
問合 �保険年金課保険料担当

�固定資産 現所有者申告の制度化 
「現所有者申告書」の提出を

　市税条例の改正により、固定資産を所有する方が亡
くなられた場合、現所有者(法定相続人等)であること
を知った日の翌日から3か月以内に「現所有者申告書」の
提出が必要となりました。詳細は市HPをご参照ください。
問合 �資産税課総務担当

�年末調整・確定申告には「国民年金保険
料（社会保険料）控除証明書」の添付を 

　国民年金保険料は、納付した全額が所得税、市県民
税の社会保険料控除の対象となります。日本年金機構
から、国民年金保険料控除証明書を11月上旬に送付し
ますので、申告時まで大切に保管してください。
問合 �藤沢年金事務所国民年金課☎0466(50)1151

福祉
�高齢者の住まい探し相談会～年齢を理由に断
られた、一人で不動産屋に行きづらいなど

日時 �11月26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（組）〈申込制(先着)〉
申込 �11月25日㈬までに☎で
問合 �かながわ住まいまちづくり協会☎045(664)6896

 法人後見担当者養成研修 
成年後見制度と後見活動

日時 �12月5日㈯10時30分～16時30分
場所 �市民文化会館
講師 �NＰＯ法人湘南ふくしネットワークオンブズマン
定員 �20人〈申込制(先着)〉
申込 �11月2日㈪～30日㈪に☎または氏名・住所・電話

番号を記入し、 (85)6660で
ほか �費用500円(資料代)
問合 �NＰＯ法人湘南ふくしネットワークオンブズマン事務

所☎(85)6660(月・水・金曜日いずれも10時～17時)

�県障害者スポーツ大会①卓球②卓球・
サウンドテーブルテニス③ボッチャ

日時 �2021年①1月15日㈮②1月17日㈰③2月21日㈰
場所 �県立スポーツセンター(藤沢市善行)
申込 �①②11月24日㈫まで③12月7日㈪まで
ほか �対象や申し込み方法などの詳細は市 HP参照
問合 �障害福祉課障害福祉推進担当

子育て・教育
�ほめ方・叱り方の練習「ほしつ☆メソッド」 
(2歳・3歳以上のグループ)

日時 �①11月10日、12月1日・15日、2021年1月5日・19
日いずれも火曜日9時～11時(全5回)②12月4日・18
日、2021年1月8日・22日、2月5日いずれも金曜日
10時～12時(全5回)③12月14日㈪10時～12時

場所 �①香川公民館②③男女共同参画推進センターいこりあ
対象 �①②3歳～12歳の子どもの保護者6人③2歳の子ど

もの保護者6人〈いずれも申込制(先着)〉
申込 �実施日の前日までに☎で
問合 �こども育成相談課家庭児童相談室☎(82)1151

就学援助制度～学費の一部を援助
　市立小・中学校に通う子どもがいる世帯で経済的に
お困りのご家庭に、学用品などの費用の一部を援助し
ています。希望する方はご相談ください。
問合 �学務課学事担当、各小・中学校

 ひとり親家庭等の医療費助成事業現況届
11月30日㈪までに提出を

　すでに医療証をお持ちで手続きが必要な方には、
2021年1月～12月の受給資格審査を行うための現況届
を送付しますので、11月30日までにご提出ください。
問合 �子育て支援課子育て推進担当

健康
�献血にご協力を(400ml献血) 
毎月第1月曜日は予約献血

日時 �11月2日㈪、12月7日㈪いずれも10時～12時・
13時30分～16時

場所 �さがみ農協茅ヶ崎ビル南側
ほか �対象や追加の実施日程など詳細は市 HP参照
問合 �保健所地域保健課地域保健担当☎(38)3314

精神科医師によるこころの健康相談
日時 �11月11日㈬・27日㈮いずれも14時～17時
場所 �保健所
定員 �各日3人〈申込制(先着)〉
申込 �実施日の前日までに☎で
問合 �保健所保健予防課保健対策担当☎(38)3315

医師によるもの忘れ相談
日時 �11月13日㈮14時～17時
場所 �保健所
定員 �3人〈申込制(先着)〉
申込 �随時☎で
問合 �保健所保健予防課保健対策担当☎(38)3315

�がん集団検診～胃・大腸・乳(マンモグ
ラフィ)・子宮がん

日時 �①11月28日㈯②12月19日㈯
場所 �保健所講堂
定員 �検診項目問わず午前・午後いずれも100人〈申込制(先着)〉
申込 �①11月5日㈭～18日㈬②11月26日㈭～12月9日㈬
問合 �保健所健康増進課健康づくり担当☎(38)3331

検診項目 対象 検診時間 費用
胃がん(X線撮影) 40歳以上 午前のみ 1000円
大腸がん(便潜血検査) 40歳以上

午前・午後
600円

乳がん(マンモグラフィ) 40歳以上の偶数歳 ※1
子宮がん(頸部) 20歳以上の偶数歳 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2021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（昭和21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

健康診査は11月30日㈪まで
　対象の方には8月下旬に受診券を送付していますの
で、実施医療機関へ直接お申し込みください。実施医
療機関など詳細は市 HP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

 高齢者インフルエンザ予防接種が無料に
　高齢者インフルエンザ予防接種は、65歳以上の方、60～
64歳で心臓・腎臓・呼吸器・免疫の機能障害の1級身体
障害者手帳をお持ちの方が対象となり今年度の自己負
担額は無料となります。詳細は市HPをご確認ください。
問合 �保健所健康増進課こども健康・予防接種担当☎(38)3331

� 肝炎ウイルス検診
　これまで肝炎ウイルス検診を受けたことがない、40
歳以上の方を対象に肝炎ウイルス検診を実施していま
す。詳細は市 HP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

市民参加・市民活動
 ①市みどり審議会委員 
②市景観まちづくり審議会委員の公募

人数 �各1人
対象 �市内在住・在勤・在学の方(他の審議会などの公

募委員を除く)
任期 �2021年1月から2年間
会議 �年4回程度(原則平日)

報酬 �日額1万円
申込 �11月5日㈭～12月4日㈮(必着)に申込書(市役所景

観みどり課などで配布中。市 HPで取得も可)を
〒253-8686茅ヶ崎市役所景観みどり課へ郵送

問合 �景観みどり課①みどり担当②景観担当

�市表彰 
一般表彰46人・13団体を表彰

　長年にわたり市政の発展に貢献された方を表彰しま
した(敬称略・順不同)。

〈一般表彰〉茅ヶ崎市農業委員＝髙橋昭弘▷自治会長＝細田
勲、和田高伸、裏信夫▷明るい選挙推進協議会会員＝戸井田
美佐子▷商工会議所議員＝安武憲二、加藤順一▷ボランティ
ア活動＝ほのぼのビーチ茅ヶ崎、介護ボランティアポテトの
会車椅子メンテナンスクラブ▷地域の交流活動＝手話サーク
ルたんぽぽ、手話ダンス・フライングハンズ茅ヶ崎、サロン
つるみね、子育てサロン子こっと、ふれあい広場中島、ほっ
とサロン、ふれあいサロン小和田、ふじみ会、常盤サロン、
おしゃべりサロン、おしゃべりいろは▷保護司＝西澤充、鈴
木仁、関光典▷民生委員児童委員＝鈴木志津江、山上壽子、
酒井和子、中尾圭子▷老人クラブ会長＝大澤惠美子、三橋達
夫、太田重男、青木喜一、岡村晃

こう

八
はち

、鶴岡莞
えみ

子
こ

、浅川亙
こう

三
ぞう

▷
環境指導員＝大平美津江、唐澤秀彰▷消防団員＝須藤誠二、
山本彰、田口浩則、保科達男、石坂正治、宮川好勝、朝倉直
芳、石井保、鈴木崇史、古知屋忠伸、伊藤幸博、熊倉幸博、
川邊泰之、沼上勝忠、松本智広、石井秀穂、柳川順一、佐藤
昇▷スポーツ推進委員＝小坂芳雄▷青少年指導員＝土屋豊▷
青少年育成推進協議会会長＝益田和子、馬場信行▷小学校ふ
れあいプラザ運営委員会委員長＝渡邊冨美子
問合 �秘書広報課秘書担当

 市技能者表彰
　　　技能功労者5人、優秀技能者11人を表彰
　同じ職種に従事し、その発展に寄与された方を表彰
しました(敬称略・順不同)。

〈技能功労者〉▷造園師＝楠本成実、小島一雄▷塗装工＝桑
水流興策▷内装仕上工＝佐藤俊朗▷調理人＝野崎光宏

〈優秀技能者〉▷造園師＝石川勝教、片山孝志▷建築大工＝
石塚正巳▷とび職＝荻原勝也▷調理人＝小野一彦▷タイル
張工＝佐藤秀和▷土木工＝高松道夫▷配管工＝都築佑介▷
内装仕上工＝林泰弘▷その他の金属加工の職業＝山本雅史
▷ガラス装着工＝渡邊泰克
問合 �雇用労働課雇用労働担当

市バリアフリー基本構想推進協議会
人数 �3人
対象 �市内在住・在勤・在学の方(他の審議会などの公募委員を除く)
任期 �1月から2年間
会議 �年5回程度(平日昼間3時間程度を予定)
報酬 �日額1万円
申込 �11月2日㈪～30日㈪(必着)に申込書(市役所都市政策

課などで配布中。市HPで取得も可)を〒253-8686茅ヶ
崎市役所都市政策課へ郵送( (57)8377なども可)

問合 �都市政策課交通計画担当

�市民文化祭「短歌大会」の作品募集 
選定作品の紹介と選者のコメントをYouTubeで配信

申込 �12月10日㈭までに封書に未発表の雑詠1首、住所・
氏名・電話番号を記入し(返信用封筒に切手を貼
り同封)〒253-0053東海岸北3-8-36真

しん

後
ご

和子へ郵送
ほか �申し込み方法など詳細は市 HP参照
問合 �短歌部会☎(85)7137真後

 市民文化祭11月の催し物 
①菊花展②郷土会写真展

日時 �①11月1日㈰～13日㈮9時～16時②11月5日㈭～
7日㈯10時～16時（7日は12時まで）

場所 �①総合体育館前庭②市役所本庁舎市民ふれあいプラザ
ほか YouTubeでも配信予定。詳細は市 HP参照
問合 �文化生涯学習課文化推進担当

 まなびの市民講師自主企画講座～オンラインで
演奏して踊って撮影しよう「浜辺の歌サンバ」

日時 �11月21日㈯10時～12時(練習)、11月28日㈯13時～14時(発表)
場所 �参加者自宅など
講師 �清水友美さん(まなびの市民講師)
定員 �25人〈申込制(先着)〉
申込 �11月1日㈰～☎で(住所・氏名・電話番号を記入し、

clef-de-sol@jcom.home.ne.jpも可)
問合 �清水☎090(8516)5649

産業・雇用
�社会保険労務士による相談枠2021年3月まで増設 
労働問題や社会保険制度などの労働相談

日時 �毎月第2・第4土曜日、第3水曜日(第4土曜日と同一週の場
合は第2水曜日)いずれも13時～・14時～・15時～（増設分）

先へご確認ください。
問合 �秘書広報課広報担当

第51回ちがさき宇宙教室 YouTubeで動画を配信　11月22日㈰12時～市YouTube「ちがさき動画ライブラリー」で動画を公開します。廣瀬洋治さん(元県立
青少年センター職員)を講師に招き、秋の天体観測などを紹介します。� 【青少年課育成担当】
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