
夏といえば海
海といえば茅ヶ崎

サザンビーチちがさきオープン！
　えぼし岩、江の島、富士山が望める最高のロケーションのサザンビーチ
ちがさきは、今年も７月１日（土）に海開きとなります。
　本紙１面ではサザンビーチちがさきのあれこれと、海開きの日に行われる
安全祈願式典や宝探し、スイカ割りなどのイベントを紹介します。本紙８面
では海水浴場のたばこ対策など、海水浴場で快適に過ごすためのルールを紹
介します。 【産業振興課観光担当、茅ヶ崎市観光協会☎（84）0377】

海に一番乗り！
７月１日（土）～

８月 31 日（木）

10時～安全祈願式典
厳かな雰囲気で行われる海水浴場の安全祈願式
典。今シーズンの安全祈願を行います。

10時45分～くす玉割り
海開きの合図。盛大にくす玉が割られます。

10時50分～津波避難誘導訓練
「津波避難誘導計画」に基づき、大津波警報の発表
を想定し、ライフセーバーや海の家のスタッフが海抜10ｍ以上の国道134号
まで避難誘導する「津波避難誘導訓練」を実施します。（詳細は本紙8面へ）

11時10分～ステージイベント開始
サザンオールスターズのトリビュートバンド「桑田研究会バンド」による音楽
ライブショー。サザン愛あふれる熱いライブで海開きを盛り上げます！

12時～宝探し、スイカ割り
トレジャーハンターになった気分で砂浜で宝探し。毎年恒例のスイカ
割りなど、夏らしいイベントも盛りだくさん。

サザンビーチちがさき周辺での
　　今後のイベント先取りチェック！
サザンビーチちがさき周辺での
　　今後のイベント先取りチェック！

7月17日（月・祝） 浜降祭

8月5日㈯ 
サザンビーチちがさき花火大会

8月26日㈯ 
ご当地キャラ ビーチDE日焼け 水遊び

7月29日㈯ 
サザンビーチフェスタ

8月13日㈰10時～16時
さむかわ中央公園（寒川町宮山）
①60チーム（1チーム5人）②寒川町在住・在勤・在学の
方を含む12団体〈いずれも申込制（①先着②抽選）〉
6月30日㈮までに申込書（寒川町観光協会　で取得可）を①寒川総合スポーツ
クラブ②寒川町観光協会へ持参（①　 （74）2004②　 （98）0209も可）
寒川町観光協会☎（75）9051

Q．サザンビーチちがさきはいつできたの？
A．1898年に茅ヶ崎海水浴
場が開設され、1999年
にサザンビーチちがさ
きに改称され、観光客
も増えました。2000年
のサザンオールスター
ズの野外ライブ「茅ヶ崎
ライブ～あなただけの茅ヶ崎～」では、サザンビー
チ駐車場でパブリックビューイングも開催されま
した。

Q．サザンビーチちがさきはどれくらいの広さ？
A．相模湾に面した奥行約100m、幅約200mの海水浴場
です。毎年10万人を超える海水浴客でにぎわいます。

Q．サザンビーチちがさきで何ができるの？何があるの？
A．海の家ではボディボードのレンタルやビーチパラソ
ル、浮輪などの貸し出しもしており、最小限の荷物
で楽しめるようになっています。トイレはビーチに
3か所設置しており、無料の公衆シャワーも設置し
ています。また、ビーチには監視事務所や救護施設
があり、けがをしたときにもすぐに対応できる安全・
安心な海水浴場となっています。

Q．サザンビーチちがさきで禁止されていることは？
A．花火、喫煙場所以外での喫煙、バー
ベキュー、ペットの連れ込みなどは
禁止されています。また遊泳期間中
の8時30分～17時はサーフィンも
禁止となっています。

〇公共交通機関：JR茅ケ崎駅南口から徒歩20分
〇コミュニティバスえぼし号：「サザン通り南」
 バス停下車すぐ
〇自動車：海水浴場駐車場（約350台。2000円）
　　　　　近隣にも駐車場有り（有料）

サザンビーチちがさきに行こうさあ！

今年も開催！ J:COM×寒川びっちょり祭
①水鉄砲バトル ②ダンスステージ

カレンダーに
　　印を！

HP

日 時
場 所
対 象

申 込

問 合

７月１日（土）
　ビーチパラソル貸し出し無料。
熱中症対策もこれでばっちり。ビーチ
パラソルを借りて、楽しく健康的
な海デビューを飾りましょう。

海開きの日だけの特典！

ビーチだ
けじゃ

物足りな
い！

そんなあ
なたに

参加者
募集

参加
無料

◀今年も司会は
　DJ・ HAGGY さん
◀今年も司会は
　DJ・ HAGGY さん

湘南に夏を告げる
暁の祭典

幻想的な夕刻の
ビーチを堪能

サザンビーチに
咲く夢の花！

ご 当 地 キ ャ ラ が
ビーチに大集合！
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7/1（土）～7/9（日） 9日間

環境
�柳
やなぎ

谷
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定例自然観察会
日時 �6月25日㈰10時～12時　
場所 �県立茅ケ崎里山公園
ほか �長袖・長ズボン・歩きやすい靴着用。県立茅ケ崎

里山公園パークセンター集合
問合 �柳谷の自然に学ぶ会☎（88）5586、県立茅ケ崎里山

公園☎（50）6058

�
湘南�里浜みどりのプロジェクト　　
除草＆観察会

日時 �7月2日㈰9時～10時30分
場所 �茅ヶ崎漁港
申込 �NPO法人ゆいHPで
問合 �NPO法人ゆい☎090（3914）0062荒井、景観みどり課

みどり担当

�清
し

水
みず

谷
やと

定例観察会（7月）
日時 �7月2日㈰9時30分～
ほか �長袖・長ズボン・長靴着用。市民の森駐車場集合
問合 �清水谷を愛する会☎(82)6643佐々木

�空間放射線量測定器の無償貸し出し
日時 �①月～金曜日8時30分～17時②火～日曜日（休館日

除く）9時～17時
場所 �①市役所本庁舎環境保全課、小出支所②小和田公

民館、鶴嶺公民館
内容 �㈱堀場製作所製PA-1000（R

ラ デ ィ

adi）を1週間無償で貸
し出し

対象 �市内在住・在勤・在学の方、市内で事業活動を行っ
ている方、市内で公益の増進に取り組んでいる方
〈申込制（先着）〉

申込 �☎で各貸し出し窓口へ予約後、申請書（当日に各
窓口で記入。市HPで取得も可）と本人確認書類（運
転免許証、健康保険証など）を提出

問合 �環境保全課環境保全担当、小出支所☎（51）0005、
小和田公民館☎（85）8755、鶴嶺公民館☎（87）1103

保険・税金
�市・県民税�第1期分の納期限は6月30日㈮

　金融機関での納付に加え、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）やペイジー
（金融機関のATMやインターネット・モバイルバンキン
グ）と口座振替による納付ができます。
○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。○口座振替をご希望の方は、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

�国民健康保険料率が7月に決定
　医療の高度化や加入者の高齢化などで医療費等が増
大しているため、平成29年度も保険料率改定を予定し
ています。国民健康保険料（以下保険料）は、その年度
に見込まれる医療費から、国庫支出金などの収入を差
し引いた保険料必要総額を見込み、算定しています。
保険料は、加入者の前年中の所得などに基づき、7月
に決まります。決定した保険料は、年金からの差し引
き納付の方を除き、原則9期（7月～平成30年3月）での
納付となります。保険料額は世帯主宛てに納入通知書
で7月中旬にお知らせします。
問合 �保険年金課給付担当・保険料担当

�
平成29年度65歳以上の
介護保険料納入通知書を送付

　平成29年度の年間保険料は平成28年中の所得金額等
や平成29年度の市町村民税の課税状況から決定しま
す。決定した年間保険料と支払方法は7月中に郵送す
る通知書でご確認ください。介護保険料を滞納すると、
介護保険サービスの費用全額を一度負担し、後で市へ
請求することになったり（償還払い）、保険による支払
いの一部または全部が差し止めになったりすることが
ありますのでご注意ください。なお、保険料を納める
ことが困難な方には、申請により審査を経て、保険料
を減免する制度がありますのでご相談ください。
問合 �高齢福祉介護課保険料担当

�
国民年金保険料全額免除・納付猶予の
継続審査

　国民年金保険料の全額免除・納付猶予は申請時に希
望することで、次年度以降は自動的に継続して審査さ
れます（毎年7月1日時点で被保険者、配偶者、世帯主
それぞれの所得が一定の基準以下であることが条件）。
所得が確認できない場合（市・県民税が未申告など）は
継続による審査ができませんのでご注意ください。ま
た、所得が全額免除または納付猶予の基準を超えてい
るときは、一部免除（3/4免除・半額免除・1/4免除）に
該当する場合がありますのでご相談ください。
問合 �保険年金課年金担当

福祉
�
家族介護教室～教えて管理栄養士さん！
初心者の介護食

日時 �7月11日㈫13時30分～15時30分
場所 �松林公民館
講師 �宮

みや

城
ぎ

島
しま

宏
ひろし

さん（松林ケアセンター管理栄養士）
定員 �20人〈申込制（先着）。介護している方優先〉
申込 �6月15日㈭～7月10日㈪に☎で
問合 �松林地区地域包括支援センターくるみ☎（50）0341

�
転倒予防教室～ストレッチ、簡単な筋力
運動、介護予防の話、ちがさき体操など

対象 �市内在住で65歳以上の方

ほか �費用1回200円。運動しやすい服装・靴、飲み物持
参。病気の方は主治医へ相談

問合 �高齢福祉介護課支援給付担当
日程（7月） 時間 場所
4 日㈫ 10時～12時 パルバル湘南スポーツクラブ※

5 日㈬ 14時～16時 青少年会館
14時～16時 福祉会館

6 日㈭ 10時～12時 茅ヶ崎地区コミュニティセンター※
7 日㈮ 10時～12時 小和田公民館

9 日㈰
9時30分～
11時30分 汐見台パシフィックステージ※

10時～12時 松林ケアセンター※

11日㈫ 14時～16時 ハマミーナまなびプラザ体育室※
10時～12時 萩園いこいの里

12日㈬ 10時～12時 鶴嶺西コミュニティセンター

13日㈭
10時～12時 さがみ農協茅ヶ崎ビル
14時～16時 ダンロップスポーツクラブ茅ヶ崎店※
14時～16時 松浪コミュニティセンター

16日㈰ 10時～12時 茅ヶ崎たすけあいひろばぽかぽか※

19日㈬ 10時～12時 浜須賀会館
10時～12時 小和田地区コミュニティセンター※

20日㈭ 14時～16時 鶴が台団地集会所※
21日㈮ 14時～16時 高砂コミュニティセンター
25日㈫ 10時～12時 コミュニティセンター湘南

26日㈬ 14時～16時 鶴嶺公民館
10時～12時 小出地区コミュニティセンター※

27日㈭ 10時～12時 しおさい南湖

28日㈮

10時～12時 鶴嶺東コミュニティセンター
14時～16時 海岸地区コミュニティセンター※
10時～12時 香川公民館
14時～16時 香川公民館

※印の会場は上履きを持参

�
ユースボランティア茅ヶ崎�受講生募集
①説明会②ボランティア体験③報告会

日時 �①7月14日㈮18時～、7月15日㈯15時～（いずれも同
内容）②7月21日㈮～9月15日㈮③8月23日㈬16時～

場所 �①さがみ農協茅ヶ崎ビル②各体験先③ちがさき市
民活動サポートセンター

内容 �環境保全・国際交流・福祉活動などのボランティ
ア活動に挑戦

対象 �中学生～大学生100人〈申込制（先着）〉
申込 �7月12日㈬までに☎で
ほか �募集案内は社会福祉協議会、市内公共施設などで

配布中（ちがさき市民活動サポートセンターHPで
取得も可）

問合 �社会福祉協議会☎（85）9650

�
夏休みおやこ手話教室～手話とは、あい
さつ、指文字、自己紹介、ゲーム、歌など

日時 �7月24日㈪～28日㈮10時～11時30分　
場所 �社会福祉協議会
対象 �小・中学生の親子30人〈申込制（先着）〉
申込 �7月14日㈮までに☎で
問合 �社会福祉協議会☎（85）9650

市のHP（パソコン用）URLhttp://www.city.chigasaki.kanagawa.jp/

広告掲載のお申し込み・お問い合わせは秘書広報課へ

市制施行70周年
記念事業

◆ 　　欄に詳細がないものは☎0467（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
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（4面へ続く）

�7月は社会を明るくする運動の強調月間
　「第67回社会を明るくする運動」は、犯罪や非行のな
い明るい社会を築くために、地域社会での理解と協力
を求める全国的な運動です。毎年7月の1か月間、下記
の団体が中心となって実施しています。
〈保護司会〉保護観察を受けている人の立ち直りのため
に、家族関係、就学、就職などの問題解決に向けた助
言と手助けをしています。
〈更生保護女性会〉女性の立場から、地域社会の犯罪予
防と更生保護の活動をしています。
〈BBS会〉非行に陥り、あるいは陥る恐れのある青少年
の立ち直りを助け、非行防止のための活動に取り組ん
でいる青少年ボランティアです。
問合 �茅ヶ崎地区保護司会更生保護サポートセンター　

☎（73）7190

�
呼吸セラピー
自律神経を整える呼吸法

日時 �7月25日㈫9時30分～11時30分
場所 �総合体育館
講師 �太田真由美さん（呼吸法インストラクター）
対象 �市内在住で65歳以上の方30人程度〈申込制（先着）〉
申込 �7月21日㈮までに☎で
問合 �高齢福祉介護課支援給付担当

子育て・教育
�思春期カフェ～学びの会第1回講演会

日時 �6月24日㈯18時30分～21時
場所 �勤労市民会館
内容 �思春期の子どもへの接し方に悩んだときの処方箋
講師 �土井高

たかのり

徳さん（北九州市「土井ホーム」代表）
定員 �120人〈申込制（先着）〉　
申込 �開催日前日までに☎080（6529）2707大森へ（氏名・

電話番号を記入し、 （52）8361または saitosan
chi822＠yahoo.co.jpも可）

ほか �費用500円
問合 �地域のお茶の間研究所さろんどて☎080（6529）2707

�
全国一斉｢子どもの人権110番｣
電話相談強化週間実施

日時 �6月26日㈪～30日㈮8時30分～19時、7月1日㈯・2
日㈰10時～17時

内容 �学校や家庭、施設などでの「いじめ」や体罰、暴行・
虐待などの相談

ほか �人権擁護委員や法務局職員が対応。秘密厳守
問合 �全国共通フリーダイヤル☎0120（007）110、市民相

談課市民相談担当
�木
もく

育
いく

おもちゃひろば～木製のおもちゃで
遊ぶ

日時 �7月8日㈯①10時～11時30分②13時30分～15時
場所 �O

お と と い

TO-TOYハウス（中海岸2-4-29、駐車場なし）
対象 �乳幼児と家族各8組〈申込制（先着）〉
申込 �6月26日㈪～☎で
ほか �29年度市民活動げんき基金補助事業
問合 �どんぐりさんの木育ひろば☎（83）3790（18時以降）

�
子育て世代のための生涯学習交流サロン
運動大好きになろう！運動大好きを育てよう！

日時 �7月8日㈯10時～12時
場所 �ハマミーナまなびプラザ体育室

内容 �1時間で誰でも足が速くなるという「走り方講座」。
岡崎慎司を育てたメソッドを体感

講師 �SCDスポーツクラブ（岡崎慎司フットサルフィールド）
対象 �3歳～6歳の子と保護者30組〈申込制（先着）〉
申込 �6月16日㈮～件名に「tsumuguちがさき7/8参加

希望」、保護者と子の氏名（ふりがな）・子の生年
月日・電話番号を記入し、 mom4chigasaki@
gmail.comへ

ほか �費用500円。平成29年度市民提案型協働推進事業
問合 �マム04 mom4chigasaki@gmail.com

�
えぼし岩海の自然体験教室①説明会・プール講習
②シュノーケリングで水中生物の観察、磯観察

日時 �①7月8日㈯13時～16時②7月16日㈰8時～12時（荒
天中止）

場所 �①松浪小学校②えぼし岩周辺・茅ヶ崎漁港荷さば
き場付近

対象 �市内在住の小学5年生～中学3年生60人〈申込制（先
着）。①の参加必須〉

申込 �6月15日㈭10時～住所・氏名・生年月日・電話番
号を記入し、 （95）6700または yumihaseg@
gmail.com�えぼし岩海の自然体験教室事務局へ

ほか �費用など詳細は問い合わせ
問合 �えぼし岩海の自然体験教室事務局☎080（6729）

8008長谷川

�
マタニティクッキング
妊娠・授乳期の食事の注意点と調理実習

日時 �7月25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
定員 �10人〈申込制（先着）。初妊婦優先〉
申込 �7月24日㈪12時までに☎で
ほか �費用300円
問合 �保健所健康増進課こども健康・予防接種担当☎
（38）3331

�響きあい教育セミナー
日時 �7月25日㈫14時30分～16時30分
場所 �青少年会館
内容 �子どもの学びを考える～子どもの学習の質をと

らえるということ
講師 �岡田京子さん（文部科学省初等中等教育局教育課

程課教科調査官）
対象 �市内在住・在勤の方100人〈申込制（先着）〉�
申込 �6月26日㈪～7月18日㈫に☎で（氏名・電話番号、

託児の有無を記入し、 （88）1394も可）
ほか �託児2歳以上10人〈申込制（先着）。7月14日㈮まで〉
問合 �教育センター研究研修担当☎（86）9965�

�保健所の講座
申込 �いずれも7月２８日㈮まで
問合 �保健所健康増進課こども健康・予防接種担当☎
（3８）3331

区分（いずれも申込制） 対象 日時（7月）

プレママ教室 初めて母親になる方 31日㈪
10時～12時・
13時15分～
15時30分

1歳児の食事と歯
の教室

28年7月・8月生まれ
の子どもと保護者
（※1）

31日㈪
9時30分～
10時30分・
11時～12時

（※1）第1子優先。対象についての詳細はお問い合わせください

�
響きあい教育シンポジウム
講師2人による講演と教育長を交えた鼎

ていだん
談

日時 �8月4日㈮14時～16時30分
場所 �市役所分庁舎コミュニティホール
内容 �自分の感情とどうつきあうか～乳幼児期から思春

期の子どもの世界～
講師 �遠藤利彦さん（東京大学大学院教授）、芳川玲子さ

ん（東海大学教授）
対象 �市内在住・在勤の方120人〈申込制（先着）〉�
申込 �6月30日㈮～7月28日㈮に☎で（氏名・電話番号、

託児の有無を記入し、 （88）1394も可）
ほか �託児2歳以上10人〈申込制（先着）。7月25日㈫まで〉
問合 �教育センター研究研修担当☎（86）9965�

�夏休み親子講座～牛と豚がお肉になるまで
日時 �8月4日㈮・7日㈪いずれも10時～12時
場所 �県食肉衛生検査所（厚木市酒井）
内容 �牛や豚の検査方法やその工程、お肉の安全な食べ

方の話や食肉処理場の見学
対象 �県内在住の小学5・6年生と保護者1人で各日12組
申込 �7月3日㈪～18日㈫に☎で（住所・氏名・学年・電

話番号、参加希望日を記入し、 046（227）6924ま
たは県食肉衛生検査所HPも可）

問合 �県食肉衛生検査所☎046（228）3516

�
夏休み親子料理教室～親子で挑戦！
パンケーキでハワイアンランチ第2弾

日時 �8月8日㈫・10日㈭いずれも10時30分～14時
場所 �男女共同参画推進センターいこりあ
講師 �茅ヶ崎市食生活改善推進団体
対象 �小学生の親子（祖父母可）各12組〈申込制（抽選）。アレ

ルギーのある方は申告〉
申込 �6月16日㈮～30日㈮に☎で
ほか �費用親子1組700円（子ども1人増えるごとに300

円）。託児6か月～未就学児4人〈申込制〉
問合 �市民相談課消費生活センター

�
子育てが少し楽になる！少人数グループで
しつけの練習「ほしつ☆メソッド」

日時 �8月17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歳の子の保護者10人〈申込制（先着）〉
申込 �6月19日㈪～8月8日㈫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�

�ひとり親家庭への支援
　ひとり親家庭の方への支援制度は、自立支援教育訓
練給付金（介護職員初任者研修・医療事務などの講座
受講料の一部補助）、高等職業訓練促進給付金（看護学
校など在学中の生活費の一部補助）、日常生活支援事業
（家庭生活支援員による保育、日常生活支援）、県母子･
父子･寡婦福祉資金の貸し付けなどがあります。支援を
受けるためには、所得制限や書類提出がありますので、
事前にご相談ください。
問合 �子育て支援課手当給付担当

�ひとり親家庭等に児童扶養手当を支給
　離婚や死亡などで、父または母と生計を別にしてい
る児童（18歳になった後の最初の3月31日まで。障害の
ある児童は20歳未満）を養育している方を対象に、児

茅ヶ崎市のHP（携帯電話用）URLhttp://mobile.city.chigasaki.kanagawa.jp/
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日程 場所 申込先 申込日
6月27日(火)

7月20日(木)
8月10日(木)

鶴嶺公民館 鶴嶺公民館☎(87)1103 ～6月18日(日)

6月16日(金)～
7月17日(月)～

松浪コミュニティセンター 企画経営課☎(82)1111

南湖公民館 南湖公民館☎(86)4355

対象　市内在住でおおむね65歳以上の方各40人〈申込制（先着）〉
申込　各講座開催直前までに☎で

6～ 8月のスケジュール　　※ 時間はいずれも14時～ 16時

【企画経営課長寿社会推進担当】

　フレイルは、「健康」と「要介護」の間の状態です。
　フレイルチェックは東京大学で開発されたプログラムで、筋肉量やお口の健康
度などを詳しく測定し、自分の健康状態
を確認できま
す。い つ ま で
も健康に過ご
すことができ
る「ヒント」も
お伝えします。

フレイルチェックしてみませんか？
～楽しみながら自分で健康チェック～

滑舌の測定 筋肉量の測定片足立ち上がりテスト
かつぜつ

茅ヶ崎の70年を振り返る
茅ヶ崎の風景写真を募集

募集期間
6月30日㈮まで

【注意点】
・カラー・白黒いずれも可
・著作権や肖像権を侵害しないものに限ります
・写真はトリミングや補正をして使用する場合が

あります
・すべての写真が使用されるとは限りません

　2017年10月1日に茅ヶ崎市は市制施行70周年を迎えます。そこで、「この
70年間をみなさんの思い出の場所とともに振り返りたい」という趣旨から、市
制施行当時の1947年から現在に至るまでの「茅ヶ崎の風景写真」を募集します。
　応募いただいた写真は、市　「茅ヶ崎市制施行70周年特設ページ」内の「写真
で振り返る70年のあゆみ」への掲載や、70周年記念事業などで活用します。ご
応募お待ちしています。

【秘書広報課秘書担当】

【応募方法】
●データによる応募
件名に「写真で振り返る70年のあゆみ　写真送付」、本文に撮影の年・場所を
記入し、市役所秘書広報課 　hishokouhou@city.chigasaki.kanagawa.jpへ

●紙写真の場合
〒253-8686茅ヶ崎1-1-1茅ヶ崎市役所秘書広報課「写真で振り返る70年のあ
ゆみ」係へ。写真は返却しますので住所・氏名の記入をお願いします。

（5面へ続く）

童扶養手当を申請月の翌月分から支給しています（事
実婚、施設入所などがある場合は除く。また、公的年
金等を受給できる場合は、差額分が受給可）。手当の
支給には、所得制限や書類提出などがありますので、
事前にご相談ください。
問合 �子育て支援課手当給付担当

�
20歳未満の障害のある児童に
特別児童扶養手当を支給

　精神・知的または身体に障害（政令で定める程度以
上。詳細は問い合わせ）のある20歳未満の児童を養育
している方を対象に、特別児童扶養手当を申請月の翌
月分から支給しています（児童が児童福祉施設などに
入所している場合や、障害を理由として公的年金を受
給できる場合は除く）。手当の支給には所得制限や書
類提出などがありますので、事前にご相談ください。
問合 �子育て支援課手当給付担当

スポーツ
�なぎなた体験教室

日時 �7月8日・15日・22日・29日いずれも土曜日9時30分
～12時（全4回）

場所 �総合体育館
対象 �全回参加できる中学生以上の初心者10人〈申込制
（先着）〉

申込 �6月15日㈭～30日㈮に☎で
問合 �茅ヶ崎なぎなた協会☎（38）8535山田

�
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 �①7月9日㈰18時～18時45分・18時45分～19時30分、
7月24日㈪9時～9時45分・9時45分～10時30分②7月
8日㈯18時～19時、7月14日㈮9時30分～10時30分

対象 �15歳以上の方各30人〈申込制（先着）。中学生不可〉
申込 �7月1日㈯①8時30分～②9時～各施設窓口へ
問合 �①総合体育館☎（82）7175②屋内温水プール☎（84）

1144

�
女性のためのニュースポーツ体験教室
ファミリーバドミントン、キンボールなど

日時 �7月11日㈫9時～11時30分
場所 �総合体育館
対象 �市内在住・在勤・在学の女性20人〈申込制（先着）〉
申込 �6月30日㈮（消印有効）までに往復はがきに住所・氏

名・電話番号を記入し、〒253-0041茅ヶ崎1-9-63総
合体育館内茅ヶ崎市婦人軽スポーツ連盟へ

問合 �スポーツ推進課推進担当☎（82）7136

�
茅ヶ崎万歩クラブ
湘南の潮風にふかれて�朝ウォーク（約8㎞）

日時 �7月16日㈰8時～
ほか �費用500円（入園料などは別途）。JR東海道線大磯

駅集合・解散。詳細は市HP参照
問合 �茅ヶ崎万歩クラブ☎090（2497）8972石田

�夏休みに小学校プールを開放
日時 �7月23日㈰～8月23日㈬9時～12時・13時～16時（円

蔵小学校を除く。小学校により一部開場時間が異
なる。対象校・休場日は市HP参照）

ほか �小学3年生以下は2人につき保護者1人同伴
問合 �スポーツ推進課推進担当☎（82）7136

�中高年齢者がけがをしない転び方勉強会
日時 �7月23日㈰12時30分～15時
場所 �総合体育館柔道場
定員 �100人〈申込制（先着）〉
申込 �7月21日㈮17時までに☎で（月～金曜日のみ総合体

育館内スポーツ推進課☎（82）7136も可）
問合 �茅ヶ崎柔道協会☎0467（51）7370高橋

�キッズ体操教室①とびばこ②てつぼう
日時 �7月24日～8月3日の毎週月・木曜日①9時15分～10

時15分②10時30分～11時30分
場所 �総合体育館
対象 �市内在住で①4歳（教室初日時点）～未就学児②小

学1～3年生各20人〈いずれも申込制（抽選）〉
申込 �6月29日㈭①9時45分～10時②10時45分～11時に総

合体育館で整理券を配布（1人1枚。代理人可）
ほか �費用2000円
問合 �総合体育館☎（82）7175

�
夏休み子ども水泳教室
①梅田小学校②香川小学校

日時 �7月24日㈪～28日㈮①10時～11時②13時～14時
対象 �市内在住で泳げない小学生各70人〈申込制（抽選）〉
申込 �7月1日㈯①9時30分～9時45分②11時30分～11時45

分に総合体育館で整理券を配布（1人1枚、1か所の
み。印鑑持参。代理人可）

ほか �費用3000円。詳細は市HP参照
問合 �茅ヶ崎水泳協会☎（51）8827紀伊（20時～21時）

�クラブ対抗陸上競技会
日時 �7月30日㈰9時～（雨天8月6日㈰）
場所 �相模川河畔スポーツ公園陸上競技場
対象 �市内在住・在勤・在学で高校生以上の方〈申込制。

寒川高校生含む〉
申込 �7月1日㈯～4日㈫（必着）までに申込書（市HPで取得

可）を〒253-0084円蔵2-6-29小室誠一へ
ほか �費用1種目300円（茅ヶ崎陸上競技協会未登録者は

500円）、リレー1チーム700円
問合 �茅ヶ崎陸上競技協会☎090（1863）7284小室

無料ジュニアテニス教室
①幼児の部②小学生の部

日時 �①8月1日～9月19日の毎週火曜日15時40分～16時
40分②7月31日～9月18日の毎週月曜日16時～17時
10分（いずれも全8回）

場所 �湘南インドアテニスクラブ
対象 �①3歳～6歳（小学生を除く）②7歳～12歳（中学生を

除く）各24人〈申込制（抽選）〉
申込 �7月12日㈬（消印有効）までに往復はがきに住所・

氏名（ふりがな）・電話番号・年齢（学年）・性別、
テニス歴を記入し、〒253-0043元町14-1湘南イン
ドアテニスクラブ内「茅ヶ崎市テニス協会・ジュ
ニアテニス教室」係へ

問合 �茅ヶ崎市テニス協会☎（83）8888相川

�
市総合体育大会～バレーボール競技
小学生の部

日時 �8月6日㈰8時30分～
場所 �総合体育館
対象 �市内在住・在学の小学5年生以下の女子、小学6年

生以下の女子、小学6年生以下の男子で構成され
たチーム、または茅ヶ崎小学生バレーボール連盟
に登録されたチーム〈申込制〉

申込 �6月15日㈭～7月21日㈮17時までに申込書（総合体
育館内スポーツ推進課で配布中。市HPで取得も可）
を持参

ほか �7月28日㈮18時30分～総合体育館で代表者会議あり
問合 �スポーツ推進課推進担当☎（82）7136

�
市総合体育大会～バレーボール競技
一般の部（6人制。一般男子、一般女子）

日時 �8月20日㈰9時～
場所 �総合体育館
対象 �市内在住・在勤・在学の15歳以上で構成された6

人制チーム〈申込制。中学生不可〉
申込 �6月15日㈭～8月4日㈮17時までに申込書（総合体育

館内スポーツ推進課で配布中。市HPで取得も可）
を持参

ほか �8月10日㈭18時30分～総合体育館で代表者会議あり
問合 �スポーツ推進課推進担当☎（82）7136

�市民チャレンジジュニアテニス大会
日時 �8月21日㈪・22日㈫（予備日8月23日㈬・24日㈭）
場所 �相模川河畔スポーツ公園
内容 �10歳以下男女混合シングルス、12歳以下・中学生・

高校生の男女シングルス
対象 �市内在住・在学または茅ヶ崎市テニス協会加盟団

体所属の小学生～高校生64人〈申込制（先着）〉
申込 �7月29日㈯18時（必着）までに申込書（市HPで取得

可）を〒253-0082香川7-12-1湘南ローンテニスクラ
ブ内「チャレンジジュニアテニス大会」係へ�

ほか �費用1人2000円
問合 �茅ヶ崎市テニス協会☎080（4721）7421岩村

�屋内温水プールをご利用のみなさんへ
　夏季はプール利用者が増えるため駐車場が大変混
雑します。お車でお越しの際には、屋内温水プールHP
の混雑予測をご活用ください。また、徒歩・自転車で

市HPで防災・気象情報を見ることができます

市制施行70周年
記念事業

◆ 　　欄に詳細がないものは☎0467（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
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第2回は、吉野敬造さん（60代今宿在住）の「オトナスタイル」を紹介します。

【企画経営課長寿社会推進担当】

場所　市役所本庁舎１階総合案内隣
日時　毎週火・木・金（祝日は除く）9時30分～15時

　現役時代は電機メーカーで事務の仕事をしていました。退
職後、市で開催されたセミナーを受け、生涯現役応援窓口の
コンシェルジュに２つの活動の場を紹介されました。先に始
めたのが、週２回、特別養護老人ホームでの浴室清掃と食器
の片付けなどの仕事でした。その後、小学校などの授業でラ
グビーを教えるボランティアをしていることをコンシェル
ジュに以前から伝えていたこともあり、有償ボランティアの

紹介も受けました。月に3回ほど学童保育での運動プログラムを担当し、タグラグ
ビー※を教えています。

※ラグビーからタックルなどの接触プレーをなくしたボールゲーム

活動を通して得ているものはありますか
　仕事をするようになり、活動量が増え、今は20代の頃のベスト体重に戻りました。
子どもと接することも多く、やりがいを感じています。ラグビーの面白さは、協力
して何かを創り上げるところにあります。このことを多くの子どもたちに伝えてい
きたいと思っています。

仕事・ボランティア
などの活動を紹介

みなさんの力を必要としている場がたくさんあります

生涯現役
応援窓口

（6面へ続く）

ご来場の方には、抽選でオリジナルグッズが当たるポ
イントカードを配布します。
問合 �屋内温水プール☎（84）1144

市民参加・市民活動
�千羽鶴作成ボランティア募集

日時 �7月13日㈭・14日㈮・19日㈬・20日㈭・25日㈫い
ずれも10時～12時（全5回）

場所 �男女共同参画推進センターいこりあ
内容 �折り鶴の色の仕分け、糸を通し千羽鶴にする
定員 �24人〈申込制（先着）。全回参加できる方〉
申込 �7月7日㈮までに☎で（住所・氏名・電話番号を記

入し、 （57）1666または市HPも可）
ほか �折り鶴のつなげ方などは初回時に説明。折り鶴が

なくなり次第終了
問合 �男女共同参画課多文化共生担当☎（57）1414

�市民の集い（市民集会）浜須賀地区
日時 �7月15日㈯13時30分～
場所 �浜須賀会館
内容 �浜須賀地区まちのちから協議会が主催し、市民と

行政（市長・職員）との対話を図る
問合 �市民自治推進課地域自治担当

�
女性のための護身術講座
暴力や犯罪から身や心を守る

日時 �7月27日㈭13時30分～16時30分（13時15分受け付け）
場所 �男女共同参画推進センターいこりあ
講師 �橋本明子さん（W

ウ ェ ン ド ー

EN-DOインストラクター）
対象 �小学4年生以上の女性20人〈申込制（先着）〉
申込 �7月25日㈫までに☎で（住所・氏名・年齢・電話番

号、託児の有無（有の場合、子の名前（ふりがな）・
年齢・性別）を記入し、（57）1666または市HPも可）

ほか �託児10人〈申込制（先着）。7月19日㈬まで〉
問合 �男女共同参画課男女共同推進担当☎（57）1414

�茅ヶ崎市美術館運営委員会委員
人数 �2人程度
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）
内容 �茅ヶ崎市美術館のよりよい運営のための審議
任期 �8月から2年間
会議 �年2回程度
報酬 �日額1万円（税込）
申込 �6月30日㈮（必着）までに申込書（市役所文化生涯学

習課、美術館、各市民窓口センターなどで配布中。
市HPで取得も可）を〒253-8686茅ヶ崎市役所文化
生涯学習課へ（持参も可）

問合 �文化生涯学習課文化推進担当

まちづくり
�
建築なんでも相談（無料耐震相談）木造住宅の
耐震相談、リフォーム、欠陥住宅相談など

日時 �6月24日㈯13時～16時
場所 �高砂コミュニティセンター
申込 �開催日前日までに☎で
ほか �建築確認の副本または間取り図などを持参
問合 �建築指導課建築安全担当

�感震ブレーカー設置費の補助
内容 �居住する住宅（新築を除く）に対象の感震ブレー

カーを新たに設置する際の補助
　　〈簡易型〉本体価格（税抜）の2/3（上限3000円）
　　〈分電盤型〉設置費用（税抜）の2/3（上限5万円）
対象 �まちぢから協議会（未設立の地区は地区自治会連

合会）〈申込制（先着）。地域単位の申請のみ〉
申込 �2018年2月28日㈬までに必要書類（市役所都市政策

課で配布中。市HPで取得も可）を持参
ほか �対象機器購入前に申請
問合 �都市政策課都市政策担当

文化・歴史
代議士・山宮藤吉の政治生活

日時 �7月1日㈯10時～11時45分
場所 �男女共同参画推進センターいこりあ
講師 �上山和雄さん（横浜開港資料館館長）
定員 �50人〈申込制（先着）〉
申込 �6月16日㈮～☎で
問合 �文化生涯学習課市史編さん担当

�
吟詠コンクール①予選②決選
（いずれも指定課題詩、課題短歌から選択）

日時 �①9月3日㈰9時20分～②11月3日㈮9時40分～
場所 �福祉会館
対象 �市内在住・在勤・在学で各区分で優勝経験のない

方〈申込制〉
申込 �6月30日㈮（必着）までにはがきに住所・氏名・年齢・

電話番号、参加区分、本数、伴奏番号（※）を記入
し、〒253-0073中島1379-2-E-509妹

せ

山
やま

國
こくしょう

彰へ
ほか �費用中学生以下500円、高校生1000円、一般2000

円（いずれも弁当代込み）。一般で課題詩と短歌両
方に出場する方は3000円

問合 �吟
ぎん

剣
けん

詩
し

舞
ぶ

部
ぶ

会
かい

☎（88）9430妹山
区分 区分条件（4月1日現在）

合吟の部 5人組（年齢制限なし）
独吟の部・少年の部 中学生以下
一般一部 高校生～49歳の方
一般二部 50歳～65歳の方
一般三部 66歳～79歳の方
一般四部 80歳以上の方
一般五部 短歌（年齢制限なし。他の部と重複出場可）
※日本吟剣詩舞振興会指定吟剣詩舞道伴奏集、続吟剣詩舞道伴奏集

健康
�
精神科医師によるこころの健康相談
（精神保健福祉相談）

日時 �6月23日㈮、7月5日㈬・19日㈬いずれも14時～17時
場所 �保健所医療相談室
申込 �随時☎で
問合 �保健所保健予防課保健対策担当☎（38）3315

�エイズHIV抗体の検査（即日血液検査）
日時 �6月27日㈫9時～10時30分
場所 �保健所相談室9
申込 �随時☎で（匿名・年齢・性別で申し込み）
ほか �結果は約1時間後。判定保留の場合は、1週間後に

再度来所が必要
問合 �保健所保健予防課感染症対策担当☎（38）3315

�
市民大楽まなびーな～うっとうしい梅雨
を乗り越える食事作り

日時 �6月27日㈫10時～12時
場所 �ハマミーナまなびプラザ調理室
内容 �食育調理実習セミナー（豚肉の味

み

噌
そ

・しょうが焼
き、トマトとおくらのサラダ、味噌汁、ご飯）

講師 �加藤イセ子さん（まなびの市民講師）
対象 �20歳以上の方15人〈申込制（先着）〉
申込 �6月15日㈭～☎090（2202）6416加藤へ
ほか �費用1000円�
問合 �文化生涯学習課生涯学習担当

�肝炎ウィルスB型・C型検査（血液検査）
日時 �6月27日㈫11時～11時30分
場所 �保健所相談室9
対象 �40歳未満で過去に検査を受けたことがない方〈申

込制〉
申込 �検査日前日までに☎で
問合 �保健所保健予防課感染症対策担当☎（38）3315

�
成人糖尿病講演会
糖尿病患者さんの皮膚のケア他

日時 �6月27日㈫14時15分～16時
場所 �市立病院
講師 �池澤優子（市立病院皮膚科科部長）他
定員 �50人〈当日先着〉
問合 �市立病院病院総務課経営総務担当☎（52）1111

�
市立病院職員による出張講座①脳卒中の予防
②ひざ痛・腰痛症③生活習慣と慢性腎臓病

日時 �①6月28日㈬②6月29日㈭③6月30日㈮いずれも14
時～15時30分

場所 �①③茅ヶ崎地区コミュニティセンター②鶴嶺西コ
ミュニティセンター

講師 �①田中洋（市立病院脳神経外科）②長谷川睦
あつし

（市立
病院リハビリテーション科理学療法士）③増田真
一朗（市立病院腎臓内科）

定員 �100人（当日先着〉
問合 �市立病院医事課医事担当☎（52）1111

�
献血にご協力を（400ml献血）
追加実施の日程は市 HPに掲載

日時 �7月3日㈪10時～12時・13時～16時
場所 �さがみ農協茅ヶ崎ビル南側
内容 �17歳～69歳の男性、18歳～69歳の女性（65歳以上

の方は男女とも60歳～64歳に献血をした経験があ
る方）で、いずれも体重50ｋg以上の方

問合 �保健所地域保健課地域保健担当☎（38）3314

�
市民大楽まなびーな～毎日の食生活
チェックと抗酸化食品の試食

日時 �7月15日㈯10時～13時
場所 �ハマミーナまなびプラザ調理室・会議室
講師 �井上節子さん（文教大学健康栄養学部教授）
定員 �30人〈申込制（先着）〉
申込 �6月19日㈪～☎で
問合 �文化生涯学習課生涯学習担当

�
統合失調症家族教室
地域の施設や制度を知ろう

日時 �7月18日㈫14時～16時
場所 �保健所講堂

活動の発表会

　富山県の｢おわら風の盆｣で知られる越中おわら節を楽しん
でいるグループです。おわら節には豊年踊り、男踊り、女踊
りがあり、年齢に応じた踊り方ができます。こればっかりやっ
ていて飽きないの？と聞かれますが飽きません！踊りで会員
の健康と親睦を図り、地域貢献をしています。

　哀愁を帯びた旋律は、三味線-胡弓-太鼓が奏で、唄と囃子が入り、男踊り女踊りが
加わり一つになっていく様子は、とても気持ちの良いものです。踊り手から楽器や唄
に入るメンバーもいれば、踊り一筋の人もいて、いろいろな楽しみ方ができるのも魅
力です。現在は、9月1日(金) ～3日(日)に行われる「おわら風の盆」に向けて練習に励
んでいます。その他、毎年研修旅行にも出掛け視野を広げています。民謡や唄、踊り
に関心のある方、一緒に楽しんでみませんか。

代表の片岡文子さん

【ちがさき市民活動サポートセンター☎（88）7546】

湘南おわら四季の会

湘南おわら四季の会

活 動 日　毎月第1・3金曜日9時30分～12時
活動場所　勤労市民会館 他
ほ　　か　月会費1000円。体験可能
問　　合　片岡文子☎(54)6214

おわらで楽しい時間を過ごす
はやしこきゅう

ふみ こ

かぜ

市HPから市長へ直接メールを送ることができます

52017年（平成29年）６月15日号
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講師 諸岡裕樹さん（元町の家施設長）
対象 �統合失調症の方の家族
申込 �開催直前までに☎で
問合 �保健所保健予防課保健対策担当☎（38）3315

�
仕事帰りの栄養教室～食事の基本を学ぼう
作り置きおかずとお手軽レシピで夕食づくり

日時 �7月21日㈮18時30分～20時45分
場所 �男女共同参画推進センターいこりあ
対象 �64歳以下で働いている方20人〈申込制（先着）〉
申込 �7月19日㈬までに☎で
ほか �費用400円。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～胃・大腸・乳（マンモグ
ラフィ）・子宮がん検診

日時 �8月5日㈯
場所 �保健所
申込 �6月30日㈮～〈申込制（先着）〉
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 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 120人 ※1

子宮がん（頸
けい

部
ぶ

） 20歳以上
の偶数歳 160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2018（平成30）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18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

�職場における熱中症の早期警戒のお願い
　作業中は水分と塩分を十分補給し、作業時間の短縮
や十分な休憩を取りましょう。身体に変調を感じたら、
または変調を訴える人が出たら、すぐに医師の診断を
受けましょう。
問合 �神奈川労働局労働基準部健康課☎045(211)7353

産業・雇用
�藤沢・茅ヶ崎合同就職説明会

日時 �6月28日㈬13時30分～16時30分（入退場自由）
場所 �藤沢商工会館ミナパーク（藤沢市藤沢607-1）
対象 �求職中の方（高校生を除く）
ほか �40社参加予定。参加企業など詳細は市HP参照
問合 �茅ヶ崎商工会議所☎（58）1111、雇用労働課雇用労

働担当

�
まなびの市民講師自主企画講座
株式投資の基礎知識

日時 �①7月3日②7月17日③7月31日いずれも月曜日14時～
15時30分（全3回）

場所 �ハマミーナまなびプラザ会議室
内容 �①株式投資とは②調べてみよう会社情報③投資

指標とチャート
講師 �三好裕

ゆたか

さん（まなびの市民講師）
対象 �20歳以上の方27人〈申込制（先着）〉
申込 �7月2日㈰（必着）までにはがきに住所・氏名・年齢・

電話番号を記入し、〒251-0872藤沢市立石1-15-6
三好裕へ

問合 �文化生涯学習課生涯学習担当

�
7月の就職支援ミニ講座①自己理解②仕事の
探し方③応募書類の書き方④面接の受け方

日時 �7月4日㈫・12日㈬・20日㈭・28日㈮いずれも①10
時～11時②11時15分～12時15分③13時15分～14�
時15分④14時30分～15時30分（1日4講座）

場所 �勤労市民会館
定員 �各講座5人〈申込制（先着）〉
申込 �各講座開催直前まで
ほか �4日間とも同内容。1講座から受講可
問合 �勤労市民会館☎（88）1331

�しごと理解講座～医療事務とは
日時 �7月5日㈬9時30分～12時30分
場所 �勤労市民会館
定員 �20人〈申込制（先着）〉
申込 �6月20日㈫～7月4日㈫いずれも10時～☎で（勤労市

民会館HPも可）
問合 �勤労市民会館☎（88）1331

女性のための起業セミナー
日時 �7月6日㈭10時30分～12時30分
場所 �勤労市民会館
内容 �SNSを活用してスマートフォンでFacebookペー

ジをつくる
対象 �Facebookの個人アカウントを取得し、個人ペー

ジ作成済みの方15人〈申込制（先着）〉
申込 �6月20日㈫～7月5日㈬いずれも10時～☎で（勤労市

民会館HPも可）
ほか �費用500円
問合 �勤労市民会館☎（88）1331

�茅ヶ崎市主催合同企業説明会
日時 �7月12日㈬10時～12時（入退場自由）
場所 �勤労市民会館
対象 �求職中の方（高校生を除く）
ほか �20社参加予定。参加企業など詳細は市HP参照
問合 �雇用労働課雇用労働担当

�目指す仕事の明確化と業界探求講座
日時 �7月13日㈭9時30分～12時30分
場所 �勤労市民会館
定員 �20人〈申込制（先着）〉
申込 �6月20日㈫～7月12日㈬いずれも10時～☎で（勤労

市民会館HPも可）
問合 �勤労市民会館☎（88）1331

�
面接対策！自分に似合うカラー診断と非言
語コミュニケーションで印象力アップ講座

日時 �7月15日㈯9時30分～12時30分
場所 �勤労市民会館
定員 �20人〈申込制（先着）〉
申込 �6月20日㈫～7月14日㈮いずれも10時～☎で（勤労

市民会館HPも可）
問合 �勤労市民会館☎（88）1331

�
パワーポイントによるプレゼンテーショ
ン力向上講座

日時 �7月22日㈯10時～16時
場所 �勤労市民会館
対象 �就業者または求職中の方で、パソコンの起動な

どの基本操作ができる方20人〈申込制（抽選）。
バージョンはOffice2010以上が対象〉

申込 �7月15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、パソコン貸し出し希
望の有無を記入し、〒253-0044新栄町13-32茅ヶ崎
市勤労市民会館へ

ほか �費用1500円。パソコン貸し出し300円
問合 �勤労市民会館☎（88）1331

生活
�不用品バンク（5月29日現在）

●不用品バンクは無料のみ対象です。詳細は市HP参照
〈ゆずります〉ベビーベッド▷学習机▷マッサージチェ
ア▷犬舎▷製図台〈ゆずってください〉食卓テーブル▷
ソファ一式▷整理タンス▷食器棚▷本棚▷パソコン・
プリンター台▷カラーボックス▷ダイニングセット▷
石油ストーブ▷ガスこんろ（都市ガス用）▷ポータブル
CDラジカセ▷冷蔵庫▷パソコン▷自転車▷卓球ラケッ
ト▷大人用三輪車▷電動アシスト自転車▷テニスラ
ケット▷リハビリパンツ・パッド▷寝具一式▷鉛筆削
り器▷介護用電動ベッド▷介護用バスボード▷シャ
ワーチェア
問合 �市民相談課消費生活センター

防災・消防
�
広げよう�救命の輪普通救命講習会（救急法）
心肺蘇生法、AEDの使用方法ほか

日時 �①7月29日㈯②8月6日㈰いずれも9時～12時
場所 �消防署
対象 �市内在住・在勤・在学で中学生以上の方25人〈申

込制（先着）〉
申込 �①7月3日㈪～21日㈮②7月13日㈭～31日㈪にいず

れも消防指導課へ
ほか �受講者には修了証を発行
問合 �消防指導課消防指導担当☎（85）4594

�
電話による119番通報が困難な方へ
NET119登録説明会

日時 �7月29日㈯10時～12時・14時～16時

場所 �市役所本庁舎消防作戦室
内容 �携帯電話、スマートフォンから消防へ通報するシ

ステムの登録と説明会
対象 �市内在住・在勤・在学で、聴覚、音声機能、言語

機能、そしゃく機能の障害などの理由で119番通
報が困難な方各10人〈申込制（先着）〉

申込 �6月15日㈭～希望する時間、住所・氏名・FAX番号
を記入し、 （85）1112へ（代理の方による☎も可）

ほか �身体障害者手帳など障害を証明できるもの、携帯
電話、スマートフォンを持参

問合 �指令情報課指令情報担当☎（85）4591

�
29年度前期危険物取扱者保安講習会
①1次募集②2次募集

期間 �8月22日㈫～10月4日㈬
対象 �危険物取扱者免状の取得者で、危険物の取り扱い

作業に従事している方〈申込制〉
申込 �①6月12日㈪～7月21日㈮（消印有効）②1次募集で

定員に達しなかった会場の講習日1週間前（必着）
までに、いずれも申込書（市役所予防課、消防署
各出張所で配布中。神奈川県危険物安全協会連合
会HPで取得も可）を〒238-0011横須賀市米が浜通
1-7-2サクマ横須賀ビル204号一般社団法人神奈川
県危険物安全協会連合会へ

ほか �費用4700円。日程の詳細は神奈川県危険物安全協
会連合会HP参照

問合 �予防課危険物担当、神奈川県危険物安全協会連合
会☎046（826）2177

�こんろからの出火を防止しましょう
　電気やガスを熱源とした調理器具などは、使用方法
を誤ると危険を伴います。2016年中のこんろによる火
災は、全国で3497件で、全火災の9％を占めています。
こんろの種類別では、ガスこんろによる火災が88％と
最も多く、大半を占めています。火災事例としては、
調理中に鍋を火にかけたままその場を離れてしまっ
た、衣服や周囲に置かれていた物に着火した、グリル
に付着した油などに着火などがあげられます。使用す
る際は取扱説明書をよく読み、安全に使用しましょう。
問合 �予防課予防担当

�放水訓練施設のご案内
　消防署小和田出張所（常盤町1－7）が開所しました。
この敷地内にある放水訓練施設（消火栓有）は、移動式
ホース格納箱の訓練場所として利用できます。詳細は
お問い合わせください。
問合 �警防救命課警防担当

採用・人事
�
教育委員会の非常勤嘱託職員
①学校給食調理員②教育施設業務員

人数 �若干名
対象 �①18歳～54歳の方（定年は60歳）②18歳以上の方
（いずれも高校生不可）

待遇 �①日額5280円。給食が実施される日の原則8時30
分～15時（年間185日以内。週3日または週5日勤務）
に市立小学校、学校給食共同調理場で勤務②日額
7500円。原則月～金曜日の8時30分～17時（年間
115日以内）に今宿小学校、北陽中学校で勤務

採用 �登録期間は申し込み後1年間とし、欠員時に選考
して任用

申込 �随時。申込書（市役所教育総務課・職員課・市政
情報コーナーで配布中。市HPで取得も可）を本人
が教育総務課へ持参

問合 �教育総務課総務担当

寄付
〈市へ〉大塚ウエルネスベンディング株式会社＝3万円
▷ちがらじ＝1万7100円▷東邦チタニウム株式会社＝
絵本▷J－classic＝書籍とCD▷株式会社ジェイコム湘
南�湘南局＝中高生向け図書、茅ヶ崎市制施行70周年
うちわ▷城ヶ崎渚＝書籍▷吉野節子＝書籍
〈社会福祉協議会〉▷テンダンス＝10万6652円▷茅ヶ崎
シルバーダンスの会＝1万円▷つるみね東ボランティ
アセンター＝6122円▷神奈川県自転車商協同組合茅ヶ
崎寒川支部＝12万3000円▷茅ヶ崎市ゴルフ協会＝3万
3000円▷茅ヶ崎市大型店連絡協議会＝5万円▷特定非
営利活動法人日本入れ歯リサイクル協会＝2万6810円
▷戸大建設工業株式会社＝2万5000円▷匿名＝4万円、
5000円

市のHP（パソコン用）URLhttp://www.city.chigasaki.kanagawa.jp/

市制施行70周年
記念事業

◆ 　　欄に詳細がないものは☎0467（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
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鶴嶺公民館
〒253-0071　萩園2028-55
☎（87）1103　 （87）1103

子育ての広場カルガモ
日時 6月22日㈭12時～16時
内容 �乳幼児と家族の憩いの場、14時～

おばんばやしと遊ぼう
￥シニアのためのミニ講座
遊々クラブ 元気アップ！ 脳トレ体操

日時 7月1日㈯9時30分～11時30分
内容 ストレッチ、つぼ押し、リズム体操
定員 20人〈申込制(先着)〉
申込 6月15日㈭～

卓 球 開 放
日時 7月9日㈰・23日㈰いずれも10時～12時

南湖公民館
〒253-0061　南湖6-15-1　
☎（86）4355　 （86）4355

ひだまり（保育フリースペース）
日時 �6月23日㈮、7月14日㈮いずれも10時

～14時
内容 フリースペース。昼食可（持参）
対象 未就園児と保護者

絵 本 と お 話 の 時 間
日時 7月8日㈯11時～11時40分

卓 球 開 放
日時 7月8日㈯13時～16時

￥わくわく こども陶芸教室
日時 7月26日㈬10時～12時
講師 伴

ばん

健太郎さん（陶芸教室講師）
対象 小30人〈申込制(先着)〉
申込 6月23日㈮～

￥ 宮ヶ瀬湖（清川村）で
あそぼう～カヤック体験

日時 7月27日㈭8時～15時30分
講師 NPOきよかわアウトドアスポーツクラブ
対象 小4～6年生18人〈申込制(抽選)〉
申込 6月23日㈮～29日㈭
ほか マイクロバスで送迎➡

申込すべて6月24日㈯～
➡

ハワイ気分でフラダンス①大人の
フラダンス②こどものフラダンス

日時 �①7月14日㈮13時～15時②7月15日㈯
10時～12時

対象 ①15人②小15人〈いずれも申込制(先着)〉
￥ 親子でつくる壁新聞

日時 �①7月22日㈯②8月19日㈯いずれも10
時～12時

講師 �武勝美さん(PTA新聞コンクール審
査員)

対象 小・中の親子10組〈申込制(先着)〉
￥ 手づくり紙芝居教室

日時 �①7月29日㈯9時30分～12時②8月5日
㈯9時30分～12時

講師 宮﨑二
ふ

美
み

枝
え

さん(紙芝居作家)
対象 小以上の方10人〈申込制(先着)〉

松林公民館
〒253-0018　室田1-3-2　　
☎（52）1314　 （52）1315

松林うたごえ広場～夏のうたごえ
日時 6月18日㈰10時～12時

子どもの広場～七夕飾りをつくろう
日時 6月24日㈯10時～11時30分

￥「まま」のチャレンジ～ハンドマッサージ
日時 7月7日㈮10時～12時
対象 �子育て中の母親15人〈申込制(抽選)。

乳幼児同伴可〉
申込 6月16日㈮～28日㈬

￥ホノルルデイ～ハワイ風石窯ピザ体験
日時 7月8日㈯10時～12時
対象 �小以上の方15人〈申込制(先着）。小は

保護者同伴〉
申込 6月17日㈯～

子 ど も お は な し 会
日時 7月13日㈭15時40分～

子 ど も 卓 球 教 室
日時 7月25日㈫・27日㈭いずれも10時～
� 11時30分

対象 小12人〈申込制(抽選）〉
申込 6月20日㈫～7月11日㈫

バスで行く里山公園自然観察
日時 7月29日㈯9時～14時
対象 �小4～6年生と保護者16人〈申込制(先

着)。保護者は1人。小5・6年生のみ
の参加可〉

申込 6月29日㈭～➡

申込すべて6月16日㈮～

➡

学 び 直 し・ 作 文 講 座
日時 �7月7日・14日・21日いずれも金曜日

10時～12時
￥宇宙の学校～宇宙・科学実験体験

日時 �7月8日、8月26日、9月23日、10月14日
いずれも土曜日14時～16時（全4回）

対象 小と保護者20組〈申込制(先着）〉➡

申込すべて7月5日㈬～

➡

こ ど も 手 話 教 室
日時 �7月25日㈫～28日㈮10時～11時30分

(全4回）
対象 小20人〈申込制（先着）〉

￥夏休み子ども水墨画教室
日時 8月2日㈬10時～12時
対象 小4～6年生15人〈申込制（先着）〉

小和田公民館
〒253-0023　美住町6-20　
☎（85）8755　 （85）8788

公 民 館 お 掃 除 隊
日時 �9月30日、11月4日、12月16日、2月3

日、3月17日いずれも土曜日
内容 美化活動、障子張り、そば打ち体験他
対象 小20人〈申込制(先着)〉
申込 6月20日㈫～

大 人 の 朝 の 過 ご し 方
朝活、みんなでルンバ

日時 7月5日㈬9時～10時
内容 �活動サークル「ムーンフラワー湘南」

によるダンス体験
定員 20人〈当日先着〉

子どもの広場～かんたんクッキング
ハ ワ イ ア ン パ ン ケ ー キ

日時 7月8日㈯10時～12時
対象 小20人〈申込制(抽選)〉
申込 6月18日㈰～25日㈰
ほか 6月27日㈫以降当選者のみ☎で通知

ちびっこ広場～パッカー車もくる！リトミッ
ク、フラ楽器つくり、パネルシアターなど

日時 7月11日㈫10時～11時30分
対象 乳幼児と保護者

元気アップ！アステム湘南による
体操教室～子育て中の方も筋力アップ

日時 7月21日㈮10時～11時30分
定員 20人〈当日先着〉

親子で楽しむ工作教室
モザイクタイル作り他

日時 7月30日㈰9時30分～12時
対象 �小・中20組〈申込制(抽選)。小は保護

者同伴〉
申込 6月16日㈮～29日㈭
ほか 6月30日㈮以降当選者のみ☎で通知

青少年会館
〒253-0045　十間坂3-5-37
☎（86）9961　 （86）9962➡

申込すべて6月18日㈰～

➡

￥風鈴に絵付けをしてみよう
日時 7月8日㈯10時～11時
対象 小24人〈申込制(先着)〉

￥ 夏 期 美 術 集 中 講 習
日時 �7月25日㈫～29日㈯9時～17時(全5

回。昼休み各1時間)
対象 小5年生～高10人〈申込制(先着)〉

夏 休 み 卓 球 教 室
日時 �7月25日㈫・27日㈭～30日㈰いずれも

9時30分～11時30分（全5回）
講師 茅ヶ崎レクリエーション卓球連盟
対象 小・中20人〈申込制（先着）〉

レ ト ロ お も ち ゃ
竹の水てっぽうを作ろう

日時 7月28日㈮10時～12時

対象 小15人（小2年生以下は保護者同伴）➡

申込すべて6月25日㈰～

➡

夏 休 み フ ラ 教 室
日時 8月1日㈫～3日㈭10時～12時（全3回）
対象 �小～30歳の方と保護者40人〈申込制
（先着）〉
初 め て の 囲 碁 教 室

日時 �8月1日㈫～4日㈮10時～11時45分（全
4回）

対象 小20人〈申込制（先着）〉
￥沖縄のシーサーを作ろう

日時 8月2日㈬13時30分～16時
対象 小4年生～30歳の方30人〈申込制(先着)〉

スポーツ吹き矢体験教室
日時 8月6日㈰10時～12時
対象 小・中30人〈申込制(先着)〉

￥青少年会館のスイーツパラダイス
日時 8月8日㈫10時～11時
対象 小4年生～高26人〈申込制（先着）〉

海岸青少年会館
〒253-0055　中海岸3-4-1
☎（85）0942　 （85）0959

楽しく習って得意になろうリコーダー
日時 �7月26日㈬～29日㈯10時～11時30分

(全4回)
場所 福祉会館
対象 小3・4年生20人〈申込制(先着)〉
申込 6月21日㈬～

￥スタンドアップサーフィン教室
日時 7月26日㈬9時～12時30分
場所 茅ヶ崎海岸ヘッドランドTバー付近
対象 小5年生～中10人〈申込制（抽選)〉
申込 6月20日㈫～21日㈬21時まで

中央公園でセミの羽化の観察会
日時 �7月27日㈭18時30分～20時(荒天7月

28日㈮)
対象 �小と保護者10組〈申込制(先着)〉
申込 6月23日㈮～

マイクロバスで行く親子救命講習会
＆ 新 設 消 防 署 を 見 学

日時 8月4日㈮9時～12時30分
場所 消防署、小和田出張所
対象 小と保護者10組20人〈申込制(先着)〉
申込 6月20日㈫～➡

申込すべて6月16日㈮～

➡

￥ おもしろ科学教室24
ハ ン ド メ イ ド 分 光 器

日時 7月22日㈯10時～12時
場所 福祉会館
対象 �小3年生～中15人〈申込制(先着)。

保護者同伴可〉
星の観察会～月・木星・土星の観察

日時 �8月1日㈫19時～20時30分(荒天8月2
日㈬)

対象 �小～高40人〈申込制(先着)。小・中は
保護者同伴〉

香川公民館
〒253-0082　香川1-11-1　
☎（54）1681　 （54）1681

普通救命講習会～心肺蘇生法、AEDの
使用法、止血法、異物除去法

日時 7月22日㈯9時～12時
対象 �市内在住・在勤・在学で中以上の方

25人〈申込制(先着)〉
申込 6月27日㈫～

みんなの経済教室～将来に備え
たライフプランとマネープラン

日時 7月23日㈰13時～15時
講師 川口由美さん(日本証券業協会)
定員 25人〈申込制(先着)〉
申込 6月17日㈯～➡

申込すべて6月15日㈭～

➡

￥茅ヶ崎の海でサーフィンしよう
日時 7月15日㈯9時～11時30分
対象 �サーフィン未経験の小と保護者8組
〈申込制(先着)〉
話し方講座～上手な褒め方、叱り方

日時 7月30日㈰、8月6日㈰いずれも10時～12時
対象 小の保護者25人〈申込制(先着)〉

➡

申込すべて6月24日㈯～

➡

かみしばいdeボランティア～紙芝居
サークル「虹」と保育園などで紙芝居

日時 �7月22日㈯13時～16時30分、8月1日㈫9時
15分～12時、8月8日㈫13時～15時45分

対象 �小以上の方6人〈申込制(先着)。小3年
生以下は保護者同伴〉
か め さ ん の お う ち で
保育ボランティア体験

日時 �7月26日㈬、8月23日㈬いずれも9時
15分～13時30分

対象 小4年生～中各3人〈申込制(先着)〉

図書館
〒253-0053　東海岸北1-4-55
☎（87）1001　 （85）8275

おはなし会①小学生向け②小
さい子向け③赤ちゃん向け

日時 �①7月8日㈯15時～②7月12日㈬・26
日㈬いずれも15時～③7月19日㈬10
時30分～(受け付け10時～)
映画会①一般向け②子ども向け

日時 7月8日㈯①9時30分～②14時～
内容 ①地上より永遠に（日本語字幕入り）

②日本の昔話�花さかじいさん他
茅ヶ崎の民話上演「えな塚
物語」、「浜降祭の始まり」

日時 7月15日㈯14時～
￥楽しいフラワーデザイン～夏の壁飾り

日時 7月21日㈮10時～12時
講師 吉澤美智子さん(まなびの市民講師)
定員 15人〈申込制(先着）〉
申込 6月30日㈮～

おやこで楽しむなつの夜のとしょかん
図 書 館 探 検、 お ば け の 工 作 他

日時 7月22日㈯16時～18時
対象 �4歳以上の子と保護者20組〈申込制

(先着）〉
申込 6月20日㈫～

図書館香川分館
〒253-0082　香川1-11-1
☎（51）4946

お は な し 会
①赤ちゃん向け②小さい子向け

日時 �①7月6日㈭10時30分～(受け付け10
時～)②7月15日㈯14時～
映画会「とうさんまいご」

日時 7月8日㈯14時～
夏休み子ども図書館員体験事業

日時 �7月25日㈫・26日㈬・28日㈮いずれも
①9時30分～12時②14時～16時30分

対象 小4・5年生(①②各2人)〈申込制(抽選）〉
申込 6月21日㈬～7月4日㈫

開高健記念館
〒253-0054　東海岸南6-6-64
☎（87）0567　 （87）0567

開高健記念館ギャラリートーク
日時 6月25日㈰14時～
講師 永山義高さん（開高記念会理事長）
内容 ノンフィクション作家としての開高健
ほか 観覧料200円

美術館
〒253-0053　東海岸北1-4-45
☎（88）1177　 （88）1201

第35回茅ヶ崎美術家協会展
期間 �6月13日㈫～7月8日㈯10時～18時(入

館は17時30分まで)
内容 �茅ヶ崎美術家協会会員と一般公募に

よる作品を展示
〈作品講評会〉①会員作品②一般作品
日時 �①6月18日㈰②7月2日㈰いずれも13

時～15時
〈講演会〉
日時 7月2日㈰10時30分～11時15分
ほか 席数約50席

〈ハーモニカミニコンサート〉
日時 7月2日㈰11時30分～12時
ほか 席数約50席

ち が さ き
◆�申込欄に詳細がないものは9時～（美術館は10時～）☎・来館で
開館時間内に申し込み

◆￥があるものは有料　　　◆持ち物はお問い合わせください
◆小→小学生　㊥→中学生　高→高校生

7月の施設の休館日については8面をご覧ください

72017年（平成29年）6月15日号
No.1072



主な施設の の休館日7月
公民館、青少年会館、海岸青少年会館、
福祉会館、地域集会施設（南湖会館を
除く）、文化資料館

3日・10日・18日・24日・31日

南湖会館 3日・10日・17日・24日・31日
図書館本館 3日・10日・18日・24日・31日
図書館香川分館 3日・10日・18日・24日・31日
市民文化会館 2018年9月(予定)まで耐震補強、改修工事実施のため全館休館
美術館 3日・9日～15日・18日・19日・24日・31日
ちがさき市民活動サポートセンター 19日
スポーツ施設 10日
男女共同参画推進センターいこりあ 2日・9日・16日・23日・30日
勤労市民会館 24日
開高健記念館、茅ヶ崎ゆかりの人物館 3日～6日・10日～13日・18日～20日・24日～27日・31日

相談名 種類 日時・場所
労働相談（予約制） 第2・4土、第3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
成年後見相談（予約制） 第1木13時15分～16時55分（40分以内。祝祭日の場合は

第2木）　社会福祉協議会☎（85）9650
身体障害者の巡回更生相談 受け付け：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：緑が浜小学校 ☎(88)5005

相 談 窓 口 一 覧

　夏のレジャーの代表格の海水浴場。市は4月に子どもから大人まで安全に楽しめるように、県の「海水浴場ルールに関
するガイドライン」に基づき、「サザンビーチちがさき海水浴場ルール」を定めました。また、海水浴中の津波に備える
ために、海開きでは避難誘導訓練を行います。みなさんも安全で快適な海水浴を楽しむためにルールとマナーを守り
ましょう。 【産業振興課観光担当、茅ヶ崎市観光協会☎（84）0377】

安全できれい、快適に過ごせるビーチづくりを目指して
海水浴場は
誰のもの？

　「津波避難誘導計画」に基づき、大津波警報の発表を想定し、ライ
フセーバーや海の家のスタッフが海抜10m以上の国道134号まで避
難誘導する「津波避難誘導訓練」を実施します。当日は「津波避難マッ
プ」を来場者に配布し、津波一時避難場所の確認なども行います。

・市役所産業振興課
・サザンビーチちがさき駐車場入り口
・サザンビーチちがさき管理事務所

　サザンビーチちがさきを含めた県内の海水浴場では、喫煙場所以
外での喫煙を条例で禁止しています。「ビーチでは　吸う人も　吸わ
ない人も　気持ちよく」を合言葉に、より安全で誰もが気持ちよく
過ごせる海水浴場を目指しましょう。

○ 混雑した砂浜での喫煙は危険
○ 吸い殻のポイ捨ては砂浜や海が汚れる
○ たばこの煙が周囲の人の健康に影響する

など

ビーチでは吸う人も
　　　吸わない人も気持ちよく

知っていますか？
海水浴場での喫煙は禁止です！

なんで海水浴場で
　　　　　吸ってはダメなの!? 喫煙場所

・各「海の家」内（10軒）
・各「海の家」軒先

たばこは
ここで

吸いましょう

津波避難誘導訓練を実施します
海開き海開き

7月1日㈯ 10時50分～

津波避難マップ配布場所

吸う
人も
吸わない人も気持ちよく

ビーチでは

　湘南地域で活躍する創業者、創業予定者による「創業プラン」と、中小企業によ
る「新事業プラン」を発表する、湘南ビジネスコンテスト。
　中小企業の創業プランや新事業プランなどのビジネスプランを募集します。優秀
なプランには最大50万円の研究助成金を授与します。ふるってご応募ください。

①市内、藤沢市、寒川町（以下2市1町域内）で1年以内に創業を予定し、い
ずれかに拠点を構える予定の個人
②2市1町域内に拠点を構えて新事業展開を予定している法人、個人
③創業、新事業展開後5年以内で2市1町域内に拠点があるもしくは、拠点
を構える予定のある法人、個人
7月12日㈬17時（必着）までにエントリーシート（湘南産業振興財団で配布
中。湘南産業振興財団　で取得も可）を〒251-0052藤沢市藤沢607-1藤沢
商工会館ミナパーク2階湘南産業振興財団へ
仮申請無料、本申請は1件2000円（学生無料）。6月28日㈬、
7月5日㈬いずれも18時～21時に説明会とビジネスプラン作成
講座あり。詳細は湘南産業振興財団　参照

茅ヶ崎市・藤沢市・寒川町の創業者(予定者含む)向け「地域応援型コンテスト」

【湘南産業振興財団☎0466（21）3811、産業振興課商工業振興担当】

第18回　湘南ビジネスコンテスト第18回　湘南ビジネスコンテスト
～日本一の手厚い支援を目指して～

対象

申込

ほか

HP

HP
湘南ビジネスコンテストHP

地域リハビリテーション活動支援事業

　「地域リハビリテーション活動支援事業」は、地域の介護予防を強化する
ために、リハビリの専門職である理学療法士や作業療法士が、高齢者の自
宅や通いの場に伺い、高齢者の身体の状態を分析し、改善するための手段
を助言するものです。その一環として、市の先進的な取り組みである「自宅
リハ」と「サロンリハ」を4月から開始しました。

自宅での転倒予防、介護予防のためのポイントを助言
　介護予防のためのリハビリテーションが必要な高齢者
の自宅を訪問し、転倒予防・介護予防の観点から、生活
環境を整えるために技術的な助言や福祉用具の設置など
の助言や指導をしていきます。
対象　市内在住で65歳以上の方と家族
申込　依頼書（市役所高齢福祉介護課、地域包括支援セ

ンターで配布中。市　で取得も可）を高齢福祉介
護課へ持参

【高齢福祉介護課支援給付担当】

サロンリハビリテーション（サロンリハ）

自宅リハビリテーション（自宅リハ）

相談・虚弱化予防や運動のポイントを指導
　介護予防のためのリハビリテーションが必要な住民主体による自主活
動を行っている団体などへ専門職を派遣します。リハビリ専門職がサロ
ンなどの活動を支援していきます。
対象　市内在住で65歳以上の方を対象とする住民主体の活動を行って

いる団体
申込　依頼書(市役所高齢福祉介護課で配布中。市　で取得も可)を持参
ほか　実施後アンケート調査あり

HP

HP
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