
みなさん自身の安心のために
救急車の適正利用をお願いします

　緊急性がないのに救急車を呼ぶ人が
増えています。救急出動が増加すると、
本来現場に駆け付けるべき救急車の到
着が遅れる可能性があります。助かるは
ずの命を助けられないということにな
らないよう、みなさんの共有財産である
救急車を正しく利用してください。

救命の方法を学んで実際
に

体験してみよう！

　AEDは、自動体外式除細動器といい
ます。小型の器械で、体外（裸の胸の上）
に貼った電極のついたパッドで自動的に
心臓の状態を判断します。もしも心室細
動という不整脈（心臓が細かくブルブル
ふるえていて、血液を全身に送ることが
できない状態）を起こしていれば、電気ショック（電流を一瞬流して心臓に
ショックを与えること）で、心臓の状態を正常に戻す機能を持っています。
　電気ショックが必要かどうかをAED本体のコンピューターが判断し、音
声メッセージで指示をしてくれるので、一般の方でも簡単に操作すること
ができます。

　9月3日㈰～9日㈯は「救急医療週間」です。市では、市民のみなさんが応急手当てをより理解し、認識を深められるようイベントを開催します。
　当日は、訓練人形を使用して、心肺蘇生法やAEDの取り扱い方法などの実技指導を行うほか、健康チェックや、子どもを対象としたバルー
ンアートの講習会など、応急手当ての大切さを楽しみながら学ぶことができます。�

【消防本部警防救命課救命担当☎(85)9945】

　「安心カード」は、かかりつけの病院や緊急
連絡先などの情報を記入したカードです。こ
のカードを「安心カプセル」に入れて自宅の冷
蔵庫に保管、または外出時に携帯することで、
万一の緊急時に救急隊員や医療関係者などが
必要な情報を得られ、迅速な救急医療活動に
結び付けることができます。
　ぜひこの機会に準備しておきましょう。

安心カプセル・安心カードの配布

バルーンアート講習会

茅ヶ崎市応急手当普及協会
　茅ヶ崎市応急手当普及協会は、住民に対する応急手当ての正しい知識
と技術の普及を目的として、2006(平成18）年1月に発足しました。
昨年度は、156人の普及員・指導員で211回の救命講習会を開催し、
7053人の方が受講しました。

 普段はあまり見られない
救急車の中を見学できます。

医師による健康チェック

　人は、心臓が止まると15秒以内で意識がなくなり、3～4分以上そのまま
の状態が続くと回復が困難になります。市では、119番通報から救急車が到
着するまで平均7分12秒の時間を要しています。つまり、心臓が止まった人
に対して救急車が到着するまでに救命処置をしないと、救命できる確率が極
めて低くなってしまうのです。
　すぐに救命処置を行い、なおかつ近くにAEDがあり操作することができ
れば、助かる可能性が格段に上がります。AEDの使い方や心肺蘇生法など
の救命処置を学び、知っておくことが大切です。

AEDの展示・使用方法

高規格救急車の展示

119番通報体験
　いざというときに落ち着いて119番
通報できるように、実際に指令情報課職
員とのやりとりを体験してみましょう。

心肺蘇生法の指導
　消防職員と市民ボランティアによる茅ヶ崎市応急
手当普及協会が心肺蘇生法の実技指導を行います。

　茅ヶ崎医師会の医師が健康相談
を行います。

1人でも多くの人が救命処置を知ることで
助かる命が増える

　AEDの正しい使用方法を学び
ましょう。

AED豆知識

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　 9月14日㈭①9時～12時②18時～21時③9月24日㈰9時～12時
場所　①②消防署③鶴嶺公民館
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　 ①②8月21日㈪～9月7日㈭に消防指導課へ
　　　③8月29日㈫～9月17日㈰に鶴嶺公民館☎(87)1103へ
問合　消防指導課消防指導担当☎（85）4594
広げよう救命の輪 上級救命講習会
心肺蘇生法、AEDの使用方法、搬送法ほか
日時　9月30日㈯9時～18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　9月4日㈪～22日㈮に☎で
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

9月3日㈰13時～16時

イオン茅ヶ崎中央店 1階正面出入口フロア

見て 触れて 体験しよう！

ちがさき救急デー

はい！こちら119番です！火事ですか？救急ですか？

　風船でいろいろなものを作
ちゃおう！
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（3面へ続く）

環境
�
砂草講座「浜辺にどんな植物がいるの？」
環境の特徴や昔と今の違い

日時 �8月20日㈰10時～11時30分
場所 �市民ギャラリーA会議室
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（9月）
日時 �9月3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

�
夜風の中で虫の鳴き声を聞こう～相模川
河畔林の昆虫の講座・観察会

日時 �9月10日㈰17時～19時30分（雨天時は講座のみ）
場所 �屋内温水プール会議室（集合）、相模川河畔林
講師 �高橋耕司さん（神奈川昆虫談話会）
定員 �15人〈申込制（先着）〉
申込 �9月9日㈯までに☎で
ほか �長袖・長ズボン着用。懐中電灯、飲み物持参
問合 �相模川の河畔林を育てる会事務局☎（82）5587村中

�雨水貯留タンクの設置に伴う補助金の交
付（上限3万円）

　市内に雨水貯留タンクを設置した方は、購入後3か
月以内に申請すると、購入費および設置費の半額が補
助されます。補助金の交付は、タンク容量などの要件
がありますので、事前にご相談ください。
問合 �下水道河川建設課水環境担当

防災・消防
�
防火・防災管理新規講習会

日時 �9月28日㈭9時20分～16時50分、9月29日㈮9時20分
～16時15分

場所 �市役所分庁舎コミュニティホール
対象 �防火・防災管理者として選任予定の方140人〈申込

制（先着）〉
申込 �8月29日㈫・30日㈬に申込書(市役所予防課で配布

中。日本防火・防災協会HPで取得も可)を神奈川
県消防設備安全協会 �045(212)0971へ(持参も可)

ほか �費用8500円
問合 �神奈川県消防設備安全協会☎045(201)1908、予防

課査察指導担当

�第2回危険物取扱者試験
日時 �10月9日㈪(時間は受験科目により異なる)
場所 �慶應義塾大学(横浜市港北区)
申込 �8月14日㈪～9月4日㈪(消印有効)に申込書(市役所

予防課、消防署各出張所で配布中)を〒231-0015
横浜市中区尾上町5-80神奈川中小企業センタービ

ル7階一般財団法人消防試験研究センター神奈川
県支部試験係へ(8月11日㈮～9月1日㈮に消防試験
研究センターHPも可）

ほか �費用�甲種5000円、乙種3400円、丙種2700円
問合 �予防課危険物担当、消防試験研究センター神奈川

県支部☎045(633)5051

福祉
�多年にわたり社会の発展に寄与してこら
れた高齢の方に敬老祝金（1万円）を贈呈

対象 �8月31日現在で茅ヶ崎市に住民登録があり、9月15
日現在で99歳以上の方

ほか �原則、担当区域の民生委員・児童委員から贈呈
問合 �高齢福祉介護課生きがい創出担当

�
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・靴着用。飲み

物持参。病気の方は主治医へ相談。申し込み不要
問合 �高齢福祉介護課支援給付担当
日程（9月） 時　間 場　所
1日㈮ 10時～12時 小和田公民館
5日㈫ 10時～12時 パルバル湘南スポーツクラブ※

�6日㈬ 14時～16時 青少年会館
14時～16時 福祉会館

7日㈭ 10時～12時 茅ヶ崎地区コミュニティセンター※

10日㈰ 9時30分～
11時30分 汐見台パシフィックステージ※

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

13日㈬ 10時～12時 鶴嶺西コミュニティセンター

14日㈭ 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

15日㈮ 14時～16時 高砂コミュニティセンター

17日㈰ 10時～12時 茅ヶ崎たすけあいひろばぽかぽか※
10時～12時 松林ケアセンター※

20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※

21日㈭ 10時～12時 さがみ農協茅ヶ崎ビル
14時～16時 鶴が台団地集会所※

22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

26日㈫ 10時～12時 コミュニティセンター湘南

27日㈬ 10時～12時 小出地区コミュニティセンター※
14時～16時 鶴嶺公民館

28日㈭ 10時～12時 しおさい南湖
※印の会場は上履きを持参

�
オストメイト健康相談会～神奈川支部役員によ
る体験談の発表、グループ懇談、個別相談など

日時 �9月9日㈯13時30分～16時30分

場所 �市役所分庁舎A・B会議室
対象 �人工肛門・人工膀胱保有者の方と家族など関心の

ある方70人〈申込制（先着）〉
ほか �相談員は皮膚・排泄

せつ

ケア認定看護師
問合 �日本オストミー協会神奈川支部事務局☎0466（45）
　　4216須田

�
ポールウオーキングで健康寿命を延ばそう

日時 �9月29日㈮9時30分～11時30分
場所 �総合体育館
講師 �杉浦伸

しん

郎
ろう

さん（（一社）日本ポールウォーキング協
会代表理事）

対象 �市内在住で65歳以上の方30人程度〈申込制（先着）。�
医師から運動制限の指示がない方〉

申込 �8月15日㈫～9月22日㈮に☎で
ほか �費用300円（ポールレンタル代）
問合 �高齢福祉介護課支援給付担当

�
ちぎり絵1日体験教室（初心者向け）

日時 �10月3日㈫10時～12時
場所 �老人福祉センター
講師 �広

ひろ

里
さと

タミさん（ちぎり絵作家）他
対象 �市内在住で60歳以上の方20人〈申込制（先着）〉
申込 �8月22日㈫9時～☎または窓口で
ほか �費用100円（材料代）
問合 �老人福祉センター☎（85）3536

税金
�市・県民税�第2期分の納期限は8月31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）、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

市民参加・市民活動
自治総合センターによる宝くじの普及広報
30年度一般コミュニティ助成事業

対象 �過去20年以内にこの助成を受けていない自治会な
どのコミュニティ組織〈申込制〉

申込 �8月15日㈫～9月15日㈮
ほか �募集要領は8月10日㈭～市役所市民自治推進課で配布
問合 �市民自治推進課地域自治担当

�市民の集い（市民集会）茅ヶ崎地区～市民
と行政（市長・職員）との対話を図る

日時 �9月10日㈰14時～

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
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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



場所 �茅ヶ崎地区コミュニティセンター
問合 �市民自治推進課地域自治担当

「茅ヶ崎・赤とんぼ音頭」①曲を流して踊れ
るイベント募集②踊って撮影した映像募集

内容 �市内や姉妹都市のハワイ州ホノルル市・郡で踊っ
て撮影した映像でプロモーションビデオを制作

申込 �①10月31日㈫までに開催されるイベントを☎で②
10月31日㈫までに住所・氏名・年齢・電話番号（メー
ルアドレスも可）を記入し、動画データ（5MB以
下）を clef-de-sol@jcom.home.ne.jp清水へ

ほか �ＣＤ配布可。①映像撮影・生演奏・歌の出張も可（要
相談）。市民活動げんき基金補助事業

問合 �湘南SHOW点☎090（8516）5649清水
市民ふれあいまつりの参加団体・ボランティ
ア募集①模擬店②ステージ③ボランティア

日時 �11月3日㈮
対象 �所在地が市内にある市民活動団体など①75団体程

度②18団体程度③10人程度〈申込制（抽選）〉
申込 �申込書（8月14日㈪～市役所市民自治推進課で配

布。市HPで取得も可）を①②8月28日㈪～9月1日㈮
8時30分～17時に（8月28日のみ10時～）③8月14日
㈪～市民自治推進課へ持参

問合 �市民ふれあいまつり実行委員会（市民自治推進課
地域自治担当内）

スポーツ
�
ヨガ体験教室

日時 �8月17日・24日、9月14日いずれも木曜日19時～20
時30分

場所 �総合体育館
定員 �10人〈申込制（先着）〉
申込 �8月31日㈭までに☎で
ほか �費用1回500円
問合 �茅ヶ崎総合型スポーツクラブ「YOU・悠 」☎（86）

7020緒方

�
秋期オープン教室～予約不要
ワンコインでできる運動教室

定員 �各20人〈当日先着〉
ほか �費用500円
問合 �総合体育館☎（82）7175
場所 内容 日時

総合体育館

体幹トレーニング
（姿勢調整）

9月4日・25日、10月2日・23日、11
月6日・20日、12月4日いずれも月
曜日9時15分～10時15分・10時45分
～11時45分

ヨガ&ストレッチ
9月14日・28日、10月12日・26日、
11月9日・30日、12月7日いずれも
木曜日19時～20時

市体育館

リズム運動&体幹
トレーニング

9月19日、10月3日・17日・31日、
11月14日・28日、12月12日いずれ
も火曜日19時30分～20時30分

ヨガ&ストレッチ
9月8日・22日、10月6日・20日、11
月10日・17日、12月1日・15日いず
れも金曜日9時30分～10時30分・10
時50分～11時50分

茅ヶ崎公園
野球場　　 貯

ちょ

筋
きん

ステーション
9月13日・27日、10月11日・25日、
11月8日・22日・29日、12月13日い
ずれも水曜日13時30分～14時30分

�
ノルディックウォーキング体験講習会

日時 �9月8日㈮・14日㈭・22日㈮いずれも10時～12時（全
3回）

場所 市役所分庁舎A・B会議室
講師 �下

しもつかさ

司武文さん（日本ノルディックウォーキング協
会）他

定員 20人〈申込制（先着）〉
申込 �8月15日㈫10時～☎で（氏名・年代・電話番号を記

入し、 （86）9316も可）
ほか �費用1000円（3日間の講習代）。使用するポールは

用意あり。市民活動げんき基金補助事業
問合 �㈳神奈川健康生きがいづくりアドバイザー協議

会湘南地区ネット☎（86）9316亘
わたり

�
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 �①9月9日㈯18時～18時45分・18時45分～19時30分、
9月19日㈫9時～9時45分・9時45分～10時30分②9月
7日㈭9時30分～10時30分、9月17日㈰18時～19時

対象 �15歳以上の方各30人〈申込制（先着）。中学生不可〉
申込 �9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

�秋季市民ソフトテニス大会～ダブルス
一般の部

日時 �9月10日㈰9時～（予備日は9月17日㈰）
場所 �茅ヶ崎公園庭球場（予備日は相模川河畔スポーツ
　　公園庭球場）
内容 �一般男子・女子、シニア45男子・女子、シニア60

男子・女子（参加組数が少ない場合は他種目へ組
み入れ）

対象 �市内在住・在勤・在学で高校生以上の方または
　　茅ヶ崎ソフトテニス協会が認可した方〈申込制〉
申込 �8月27日㈰（必着）までにはがきに種目、住所・氏
　　�名・年齢・代表者の電話番号を記入し、〒253-0061

南湖5-9-30茅ヶ崎ソフトテニス協会越地聡へ（
（83）2577または茅ヶ崎ソフトテニス協会HPも可）

ほか �費用1組2000円（高校生1組1000円）
問合 �茅ヶ崎ソフトテニス協会☎（83）2577越地

�
初心者バレーボール教室

日時 �9月13日・27日、10月11日・18日、11月8日・22日�
いずれも水曜日9時30分～11時30分（全6回）

場所 �総合体育館
対象 �市内在住・在勤・在学で初心者の女性〈申込制〉
申込 �随時☎で
問合 �茅ヶ崎ママさんバレーボール連盟☎090（4841）6628

諏訪本

�
小学生バドミントン教室

日時 �9月15日～11月10日の毎週金曜日16時～17時30分
（全8回。11月3日は除く）

場所 �総合体育館
対象 �市内在住・在学の小学生24人〈申込制（抽選）〉
申込 �8月25日㈮16時～16時15分に総合体育館会議室で

整理券を配布（1人1枚、代理人可）
ほか �費用2500円
問合 �総合体育館☎（82）7175

�インディアカ交流大会①男子・女子・男
女混合の部②初心者交流の部

日時 �9月17日㈰9時～
場所 �市体育館
対象 �市内在住・在勤・在学（中学生以上）または茅ヶ崎

インディアカ協会登録者で編成した4人以上の
チーム〈申込制。②4人以下のチーム・個人も

　　可〉
申込 �9月1日㈮17時までに☎で（申込書（市HPで取得可）

を （88）6007も可）
ほか �費用①1チーム2000円②1人200円。①9月6日㈬

19時15分～市役所分庁舎A会議室で代表者会議
あり

問合 �茅ヶ崎インディアカ協会☎（88）6007森元

�
レディースバドミントン教室

日時 �9月19日～11月28日の毎週火曜日9時30分～11時30
分�（全10回。10月10日は除く）

場所 総合体育館
対象 �市内在住・在勤・在学で初心者の女性48人〈申込

制（抽選）〉
申込 �8月29日㈫9時30分～9時45分に総合体育館会議室

で整理券を配布（1人1枚、代理人可）
ほか �費用2500円。託児3歳～5歳10人〈申込制（抽選）〉
問合 �総合体育館☎（82）7175

�
テニスの日・親子テニス教室

日時 �9月24日㈰、10月1日㈰いずれも15時40分～17時（い
ずれか1日を抽選で決定）

場所 �湘南インドアテニスクラブ
対象 �市内在住で3歳～12歳の子と保護者のペア132組
〈申込制（抽選）〉

申込 �9月10日㈰（消印有効）までにはがきにペアの住所・
氏名（ふりがな）・年齢（学年）・電話番号を記入し、
〒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「テニスの日・親子テニス教
室」係へ

ほか �費用1組700円
問合 �茅ヶ崎市テニス協会☎（83）8888相川

�第15回茅ヶ崎サザンテニス大会～ダブ
ルス①男子②女子③ビギナー

日時 �9月26日㈫9時～17時（予備日10月17日㈫）
場所 �茅ヶ崎公園庭球場
対象 �市内在住・在勤で①60歳以上の方②50歳以上の方

③40歳以上の方〈いずれも申込制〉
申込 �9月15日㈮までに☎で（住所・氏名・電話番号を記

入し、 (85)7007または tokio17@jcom.home.ne.
　　jpも可）
ほか �費用1人1000円。予備日の場合は再度申し込み
問合 �茅ヶ崎サザンテニス大会事務局（といだ書店内）☎
（85）7007戸井田

�
無料ジュニアテニス教室
①幼児の部（3歳～6歳）②小学生の部

日時 �①9月26日～11月21日の毎週火曜日15時40分～16
時40分②9月25日～11月20日の毎週月曜日16時～
17時10分（各全9回）

場所 �湘南インドアテニスクラブ
定員 �各24人〈申込制（抽選）〉
申込 �9月6日㈬（消印有効）までに往復はがきに住所・氏

名（ふりがな）・年齢（学年）・性別・電話番号、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

茅ヶ崎市の HP（携帯電話用）URLhttp://mobile.city.chigasaki.kanagawa.jp/

32017年（平成29年）８月15日号
No.1076

広告掲載のお申し込み・お問い合わせは秘書広報課へ



9月5日㈫
①10時30分～11時30分
②14時～15時
　※ ①②とも同内容
市役所分庁舎
コミュニティホール大集会室
該当する部門の電話番号の後に、自動音声案内に従って「2」を選択し、
下記の内線番号をオペレーターに伝えてください

消費税軽減税率制度説明会
　2019年10月から消費税の軽減税率制度が実施されます。
　茅ヶ崎市と茅ヶ崎商工会議所、藤沢税務署では、事業所の方を対象に、
消費税の軽減税率制度の説明会を開催します。
 【市民税課市民税担当】

当日先着、入退場自由 10%？ 8%？軽減税率制度とは
消費税率の10％への引上げに伴う、
低所得者への配慮として実施される
ものです。「酒類及び外食等を除く飲
食料品」と「定期購読契約に基づき
週2回以上発行される新聞」は、8％
の消費税率が適用されます。

【法人の方】
藤沢税務署 法人課税第1部門 消費税担当☎0466(22)2141(内線614・612)
【個人事業主の方】
藤沢税務署 個人課税第1部門 消費税担当☎0466(22)2141(内線414)

日時

場所

問合

講 師 　鈴木大輔さん(体操講師）
　 　 　加藤由美子さん(ピアノ演奏）
申 込 　当日直接会場へ
ほ か 　 参加者には参加記念品を配布。参加者は茅ヶ崎第1・2・

3駐車場の料金が原則1時間無料ですが、台数に限りが
あります。自転車や徒歩でのご来場にご協力ください

茅ヶ崎市制施行70周年記念
夏期巡回ラジオ体操・みんなの体操会

6時40分～7時40分まで、
体操講師から直接ラジオ体
操の「ポイントレッスン」を
受けることができます。
奮ってご参加ください。

　「夏期巡回ラジオ体操・みんなの体操会」は、1953年から毎年、全国43会
場で実施されており、今年は本市が神奈川県の開催地として選出されました。
茅ヶ崎市での開催は2007年以来で、この日の体操の様子は、6時30分から
NHKラジオ第1で全国生中継されます。
　ぜひこの機会に、ラジオ体操で爽やかな汗を流してみませんか。

日時　8月29日㈫6時～6時40分
場所　中央公園(雨天時は総合体育館)

主催　株式会社かんぽ生命保険、NHK、NPO法人全国ラジオ体操連盟
共催　茅ヶ崎市
後援　 茅ヶ崎市体育協会、茅ヶ崎市スポーツ推進委員協議会、
　　　茅ヶ崎市体育振興会連絡協議会、茅ヶ崎市レクリエーション協会

【秘書広報課秘書担当】

（5面へ続く）

�
親子リズム体操教室～音楽に合わせて楽
しく運動しませんか

日時 �9月27日～11月15日の毎週水曜日15時30分～16時
30分（全8回）

場所 �総合体育館
対象 �市内在住で4歳以上の未就学児と保護者30組〈申込

制（先着）。保護者1人につき子ども2人まで〉
申込 �8月23日㈬～窓口で
ほか �費用2000円
問合 �総合体育館☎（82）7175

�第2回健康運動教室～秋の美
び

筋
きん

エクササ
イズ

日時 �9月28日～11月16日の毎週木曜日10時～11時30分
（全8回）

場所 �総合体育館
内容 �体幹トレーニング、ストレッチ体操、ヨガほか
対象 �市内在住・在勤・在学で15歳以上の方40人〈申込

制（抽選）。中学生不可〉
申込 �8月31日㈭9時45分～10時に総合体育館会議室で整

理券を配布（1人1枚、代理人可）
ほか �費用3000円
問合 �総合体育館☎（82）7175

�
基礎からはじめるウオーキング講座

日時 �9月30日㈯9時30分～11時30分
場所 �総合体育館
対象 �20歳～64歳の方30人〈申込制（先着）〉
申込 �8月15日㈫～☎で
問合 �保健所健康増進課健康づくり担当☎（38）3331

�市総合体育大会～剣道競技団体戦・個
人戦（男子・女子）①一般②中学生

日時 �10月1日㈰9時～
場所 �総合体育館
対象 �①市内在住・在勤・在学で高校生以上の方、茅ヶ

崎剣道連盟加盟団体所属の方②茅ヶ崎地区中学校
在学者

申込 �9月8日㈮までに①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）をスポーツ推
進課へ②中島中学校☎（85）1183菅又へ

問合 �スポーツ推進課推進担当☎（82）7136

�
秋の市民水泳教室（初級～中級）
クロール・平泳ぎを中心に楽しく泳ごう

日時 �10月4日～27日の毎週水・金曜日の10時～11時（全8回）
場所 �屋内温水プール
対象 �市内・寒川町に在住・在勤・在学で15歳～75歳の

方50人〈申込制（抽選）。市民優先。中学生不可〉
申込 �9月20日㈬10時～10時15分に総合体育館会議室で

整理券を配布（1人1枚、代理人可）
ほか �費用4000円（入場料含む。申込時に支払い）
問合 �茅ヶ崎水泳協会☎（58）7163諸石（18時～21時）

�
シニアテニス教室

日時 �10月7日～28日の毎週土曜日9時～11時（全4回。予
備日11月4日・11日・18日いずれも土曜日）

場所 �茅ヶ崎公園庭球場
対象 �市内在住・在勤または茅ヶ崎市テニス協会加盟団体

所属の方で50歳以上の初心者24人〈申込制（抽選）〉
申込 �9月13日㈬（消印有効）までに往復はがきに住所・氏

名・年齢・電話番号、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「シニア

テニス教室」係へ
ほか �費用3000円
問合 �茅ヶ崎市テニス協会☎（83）8888相川

�市総合体育大会～弓道競技
日時 �10月9日㈪9時～
場所 �総合体育館
対象 �市内在住・在勤・在学で15歳以上の方、茅ヶ崎弓

道協会登録者〈申込制。中学生不可〉
申込 �9月29日㈮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
問合 �スポーツ推進課推進担当☎（82）7136

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・リフォーム・欠陥住宅など

日時 �8月26日㈯13時～16時
場所 �小出地区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

子育て・教育
�
夫婦でマタニティクッキング
初めてママ・パパになる方へ

日時 �9月9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
内容 �妊娠期の食事、簡単な離乳食の紹介
対象 �初妊婦と夫12組〈申込制（先着）〉
申込 �9月7日㈭までに☎で
ほか �費用1組700円。調理実習あり
問合 �保健所健康増進課こども健康・予防接種担当☎
（38）3331

�
親子でふれあいリトミック
音楽に合わせて楽しく身体を動かそう

日時 �9月21日㈭11時～11時45分
場所 �茅ヶ崎地区コミュニティセンター
対象 �未就学児と保護者20組〈申込制（先着）〉
申込 �8月24日㈭14時～☎または窓口で
問合 �茅ヶ崎地区コミュニティセンター☎（88）7522

�
子育て世代のための生涯学習交流サロン～赤
ちゃんのマッサージ手法「ベビータッチケア」

日時 �9月26日㈫10時～12時
場所 �男女共同参画推進センターいこりあ
講師 �谷口典子さん（助産師）
対象 �2か月～1歳の子と保護者20組〈申込制（先着）〉
申込 �8月21日㈪～件名に「tsumuguちがさき9/26参加希

望」、本文に保護者と子の氏名（ふりがな）、子の

生年月日、電話番号を記入し、 mom4chigasa
ki@gmail.comへ

ほか �費用500円
問合 �マム04 mom4chigasaki@gmail.com

�
保健所の講座

申込 �いずれも実施日の前日まで（土・日曜日はそれ以
前の平日）

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 日程（9月）

プレママ教室 初めて母親になる方 26日㈫

ママサポ教室 初めて父親になる方と妻 2日㈯

離乳食講習会 4～6か月児の保護者※ 14日㈭

1歳児の食事と歯の教室 平成28年9・10月生まれの子と保護者※ 25日㈪

※�第1子優先。対象の詳細はお問い合わせください

�パパぢからUP！佐久ツアー
そば打ち体験、施設見学や果樹収穫体験ほか

日時 �10月1日㈰7時～21時30分
内容 �長野県佐久市小学生との交流事業
対象 �市内在住・在学の小学生と父親9組〈申込制（抽選）〉
申込 �9月1日㈮までに☎で（住所・氏名（2人分）・電話番

号・学年を記入し、 （57）1666または市HPも可）
ほか �参加者説明会9月23日㈯。昼食材料費等実費負担

あり。市役所集合・解散。マイクロバスで送迎。
問合 �男女共同参画課多文化共生担当☎（57）1414

�
ほめて育む効果的な子育て～専門プログラム
「幼児版CSP」から学ぶ子どものしつけ

日時 �10月16日・30日、11月13日・27日、12月11日、2018
年1月15日・29日いずれも月曜日10時～12時（全7
回）

場所 �男女共同参画推進センターいこりあ
対象 �2歳～5歳の子の保護者6人〈申込制（先着）〉
申込 �10月3日㈫までに☎で
ほか �託児6か月～未就学児〈申込制〉。事前説明あり
問合 �こども育成相談課家庭児童相談室☎（82）1151

�
2歳児のほめ方、叱り方、伝え方の練習
ほしつ☆メソッド

日時 �10月20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 �8月21日㈪～10月12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

文化・歴史
��
まなびの市民講師自主企画講座～大正琴
体験「きらきら星」、「荒城の月」など

日時 �9月6日・13日・20日いずれも水曜日10時～12時
場所 �ハマミーナまなびプラザ
講師 �樋口昭

あき

子
こ

さん（まなびの市民講師）
対象 �20歳以上の方10人〈申込制（先着）〉
申込 �8月15日㈫～☎080（5071）7543樋口へ

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

4 2017年（平成29年）８月15日号 No.1076

お詫びと訂正　本紙7月1日号3面に掲載の「夏の福袋�2017�動物美術館」の記事の中で、記載内容の一部に誤りがありました。お詫びして訂正いたします。
　誤　西野久子「シマ馬（ケニア）」1973年　油彩・キャンバス　茅ヶ崎市美術館蔵　正　西野久子「シマ馬（ケニア）」2001年　油彩・キャンバス　個人蔵�【美術館☎（88）1177】



定年後の準備は大丈夫？
　定年後の生活についての気持ち(期
待・不安・準備)を最大100として意識
調査をした平均値では、期待と不安が
入り混じっており、準備もなかなか進
んでいないようです。
　東京や横浜で働く方が多く、定年後
は地元で活動したいと考える方が多い
茅ヶ崎で、定年や子どもの独立後に地
元で自分の好きな活動をする「セルフ
プロジェクト」を計画しませんか。

第４回は、新たな出発をする大人のライフスタイルの可能性をデータで探っていきます。

自分らしい茅ヶ崎ライフを準備しませんか
募
集
中

【企画経営課長寿社会推進担当】

日時　10月11日㈬・18日㈬いずれも9時～ 17時　
場所　茅ヶ崎市シルバー人材センター
定員　全日程参加可能な方24人〈申込制(先着)〉 
申込　10月3日㈫まで
ほか　費用2000円。最終日終了後、歓談の時間あり
問合　茅ヶ崎市シルバー人材センター☎(85)7425

セカンドライフ
セミナー

50代のセカンドライフへの気持ち

55歳 56歳 57歳 58歳 59歳

博報堂新しい大人文化研究所レポート「未定年」(2017.2.17)

1都3県(東京、埼玉、千葉、神奈川)の50代男性
519人 インターネット調査 年齢別回答平均値
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【ちがさき市民活動サポートセンター☎(88)7546】

じゃおクラブ湘南

農園でジャガイモの大収穫

じゃおクラブ湘南の
山本さん(左)と堀田さん

　「オヤジ｣を逆さ読みしたネーミング「じゃお」は、名前の
通り男性のグループです。定年後、会社人間から地域人間
になった気の置けない仲間が、多彩な地域活動や趣味など
を通じて地域に密着した活動をしています。

名刺は交わさず、 過去は語らず、 自由な雰囲気

　県下に約150人、湘南地区(藤沢・茅ヶ崎地域)では43
人が活動中です。広大な畑で四季の野菜作りや援農の他、
各地域で開催される俳句・コーラス・料理・写真などの
趣味グループへの参加、子ども工作教室や特別養護老人
ホーム支援などの社会貢献活動も行っています。
　子ども工作教室は、万華鏡作りなど数種類の工作指導が
可能で、要望があれば、材料を持参して引き受けています。
　退職して第二の人生を地域活動に求めたい方、私たち
の活動に興味のある方は、ぜひお問い合わせください。

じゃおクラブ湘南

人気の農園活動は月4～5回、慶應義塾大学湘南藤沢キャンパス近くの農園(約1000坪)
で行っています。ぜひ体験してください
問合　山本健介☎(51)9291、 yamaken@jcom.home.ne.jp
　　　堀田敏行☎(52)2502、 tskhotta@ballade.plala.or.jp

（6面へ続く）

ほか �費用100円
問合 �文化生涯学習課生涯学習担当

��
まなびの市民講師自主企画講座
有線七宝ペンダントの制作

日時 �9月10日㈰・17日㈰いずれも9時30分～16時30分
場所 �市民ギャラリー創作室B
講師 �早

はや

野
の

総
ふさ

和
かず

さん（まなびの市民講師）
対象 �20歳以上の方16人〈申込制（先着）〉
申込 �8月15日㈫～☎（58）4190早野へ
ほか �費用1000円
問合 �文化生涯学習課生涯学習担当

��
ちがさき丸ごとふるさと発見博物館講座
（基礎編）2017年度秋期受講者募集

日時 �10月3日～12月19日の毎週火曜日10時～11時30分
（全11回。10月10日を除く）

場所 �図書館、市役所分庁舎F会議室ほか
内容�「住まう茅ヶ崎」を総論的に学ぶ
講師 �岸一弘（市教育委員会）ほか
対象 �市内在住・在勤・在学の方40人〈申込制（先着）〉
申込 �8月23日㈬～☎で
問合 �社会教育課文化財保護担当

茅ヶ崎市民文化祭～書道展作品
個性あふれる作品の募集

内容 �未発表のもの1人1点（字句・書体などは自由）
対象 �市内在住・在勤・在学で高校生以上の方
申込 �9月15日㈮（必着）までにはがきに住所・氏名・年齢・

電話番号、題名、仕上がり寸法（幅0.53ｍ、高さ2.0
ｍ以内）を記入し、〒253-0054東海岸南2-7-10三輪巌
へ（要項は8月10日㈭～市役所文化生涯学習課、市民
ギャラリーなどで配布）

ほか �費用2000円。11月2日㈭に市民ギャラリー展示室
へ搬入、11月3日㈮～5日㈰に展示

問合 �書道部会事務局☎（86）1012三輪

生活
��
新しいオトナ世代の「きょうよう」セミナー
人生のセカンドトラックの歩き方・楽しみ方

日時 �9月9日㈯10時～12時
場所 �市役所分庁舎A・B会議室
講師 �上田啓介さん（編集者・元㈱木楽舎（月刊ソトコト）取締役）
対象 �50歳以上の方60人〈申込制（先着）〉
申込 �開催直前までに☎で（市HPも可）
問合 �企画経営課長寿社会推進担当

��
シルバーセーフティドライビングスクール
高齢者が安全に車に乗るために

日時 �9月14日㈭10時～12時（9時50分までに受け付け）
場所 �京急自動車学校茅ヶ崎校
対象 �65歳以上で普通自動車運転免許証を持つ方8人〈申

込制（先着）〉
申込 �8月17日㈭9時～☎で（住所・氏名・年齢・生年月

日を記入し、 （57）8377または anzen@city.chi
gasaki.kanagawa.jpも可）

ほか �警察の法定講習ではありません
問合 �安全対策課安全対策担当

�平成29年就業構造基本調査にご協力を
　10月1日を基準日として総務省が実施するこの調査
は、国民の就業・不就業の状態を把握し、雇用政策、
経済政策などの各種行政施策の基礎資料に利用されま

す。8月下旬から調査員証を携帯した調査員が対象地
域の世帯に伺います。ご理解・ご協力をお願いします。
詳細は就業構造基本調査コールセンター（8月25日㈮～
10月26日㈭8時～21時）0570（07）1937へ。IP電話からは
☎03（6748）1970へ。
問合 �行政総務課統計担当

�不用品バンク（7月27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〉コンテナボックス〈ゆずってください〉屋
外用テーブルとイス▷電子ピアノ（キーボード）▷ゴル
フクラブセット▷電動アシスト自転車
問合 �市民相談課消費生活センター

産業・雇用
�果樹持寄品評会～ぶどう・梨の部
①観覧②直売③出品物即売

日時 �8月25日㈮①10時～12時②10時～売り切れ次第終
了③12時30分～売り切れ次第終了

場所 �さがみ農協茅ヶ崎ビル
問合 �農業水産課農業担当

�
9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 �9月5日㈫・13日㈬・21日㈭・29日金いずれも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に☎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

�公の施設の指定管理者を募集
　市では9月1日㈮～29日㈮に次表の施設の指定管理者
を募集します。募集要項は9月1日㈮～市役所高齢福祉
介護課で配布します（市HPで取得も可）。なお、応募に
は次表の説明会への参加が必須となります。詳細は市
HPまたはお問い合わせください。
問合 �高齢福祉介護課生きがい創出担当

施設名（所在地） 日　時
松林ケアセンター（松林三丁目9番28号） 9月7日㈭14時～15時
元町ケアセンター（元町10番33号） 9月7日㈭15時～16時
萩園ケアセンター（萩園1215番地4号） 9月7日㈭16時～17時
※�説明会の場所はいずれも市役所本庁舎研修室
※�説明会への申し込みはいずれも9月1日㈮～6日㈬17時まで

�
ビジネスの基本場面で必要なマナーを学ぶ
ビジネスマナー講座

日時 �9月2日㈯9時30分～12時30分
場所 �勤労市民会館
対象 �就業中、就職活動中の方20人〈申込制（先着）〉
申込 �8月20日㈰～9月1日㈮に☎で（勤労市民会館HPも可）
問合 �勤労市民会館☎（88）1331

�
企業連携講座～イルカの行動研究などにも使用され
ている水中音響測位装置等の開発・製造を知ろう

日時 �9月6日㈬10時～12時
場所 �ハマミーナまなびプラザ会議室（講演）、㈱SGKシ

ステム技研（見学）
講師 �福地鐵

てつ

雄
お

さん（㈱SGKシステム技研代表取締役社長）

対象 �20歳以上の方15人〈申込制（先着）〉
申込 �8月17日㈭～☎で
問合 �文化生涯学習課生涯学習担当

��地元企業多数～茅ヶ崎市、平塚市、伊勢
原市合同就職面接会

日時 �9月14日㈭・15日㈮13時～16時（12時30分～15時30
分受け付け。入退場自由）

場所 �ラスカ平塚6階ラスカホール（平塚市宝町1-1）
対象 �就職活動中の方（高校生を除く）
ほか �詳細は市HP参照
問合 �雇用労働課雇用労働担当

�
業務遂行能力アップで活性化した職場づく
りにビジネスコミュニケーション講座

日時 �9月16日㈯9時30分～12時30分
場所 �勤労市民会館
対象 �就業中、就職活動中の方20人〈申込制（先着）〉
申込 �8月20日㈰～9月15日㈮に☎で（勤労市民会館HPも可）
問合 �勤労市民会館☎（88）1331

�
基本的な仕事の進め方とノウハウを学ぶ
できる人の仕事の進め方講座

日時 �9月18日㈪9時30分～12時30分
場所 �勤労市民会館
対象 �就業中、就職活動中の方20人〈申込制（先着）〉
申込 �8月20日㈰～9月17日㈰に☎で（勤労市民会館HPも可）
問合 �勤労市民会館☎（88）1331

�
自分の強みを見つける手段とその磨き方を
知る実践に役立つ面接対策講座

日時 �9月22日㈮9時30分～12時30分
場所 �勤労市民会館
対象 �就業中、就職活動中の方20人〈申込制（先着）〉
申込 �8月20日㈰～9月21日㈭に☎で（勤労市民会館HPも可）
問合 �勤労市民会館☎（88）1331

�
自分の考えを適切に伝える方法とは
ビジネスアサーション講座

日時 �9月27日㈬9時30分～11時30分
場所 �勤労市民会館
対象 �就業中、就職活動中の方20人〈申込制（先着）〉
申込 �8月20日㈰～9月26日㈫に☎で（勤労市民会館HPも可）
問合 �勤労市民会館☎（88）1331

健康
�エイズHIV抗体の検査(即日検査）

日時 �8月22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・性別で申し込みも可)
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

�
肝炎ウィルスB型・C型検査(血液検査)

日時 �8月22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ていない方〈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

�
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 �8月25日㈮、9月6日㈬・13日㈬いずれも14時～17時

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）８月15日号
No.1076

お詫びと訂正　本紙8月1日号5面に掲載の「湘南の魅力発見プロジェクト2017　パッケージデザインワークショップ参加者＆協力企業を募集」の記事の中で、「ワークショップ参加
者募集」の記載内容の一部に誤りがありました。お詫びして訂正いたします。　誤　申込　8月1日㈫～8月31日㈭　正　申込　8月1日㈫～9月5日㈫�【文化生涯学習課文化推進担当】
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支所・出張所・市民窓口センターでの取り扱い業務は、
市 HPまたは各施設にお問い合わせください。

支所・出張所・
市民窓口センターを
ご利用ください

　身近な所で住民票の写しや戸籍謄本などの証明書交付手続きができます。支所・
出張所では証明書交付手続きの他にも、住所異動や国民健康保険・子育てに関する
手続きなどができます。� 【市民課戸籍住民担当・小出支所総務担当】

ハマミーナ出張所☎（58）6602
月〜金�8時30分〜17時（祝日�・�年末年始を除く）

萩園市民窓口センター ☎（88）7514
月〜金�8時30分〜17時（祝日�・�年末年始を除く）

辻堂駅前出張所 ☎（82）8182
月�・�水�・�金�8時30分〜17時�
火�・�木�8時30分〜19時30分
（祝日�・�年末年始を除く）
※�17時以降の取り扱い業務は、各種証明書
の交付（税証明など一部予約）と収納のみ

茅ヶ崎駅前市民窓口センター 
☎（87）6666
月〜金�8時30分〜19時30分
土�・�日、�祝日�8時30分〜17時
（年末年始を除く）�※�一部予約

香川駅前出張所 ☎（85）6700
月〜金�8時30分〜17時
（祝日�・�年末年始を除く）

小出支所 ☎（51）0005
月〜金�8時30分〜17時
（祝日�・�年末年始を除く）

近くて
便利！

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

�献血のご案内(400ml献血)
追加実施の日程は市 HP参照

日時 �9月4日㈪10時～12時・13時～16時
場所 �さがみ農協茅ヶ崎ビル南側
対象 �男性は17歳～69歳、女性は18歳～69歳(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
る方のみ)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～夏バテ解消料理
加藤流マーボー茄子、ピーマンのお浸しなど

日時 �9月5日㈫10時～12時30分
場所 �ハマミーナまなびプラザ調理室
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 �8月20日㈰～☎090(2202)6416加藤へ
ほか �費用1000円�。調理実習あり
問合 �文化生涯学習課生涯学習担当

�
統合失調症家族教室～当事者の立場から

日時 �9月5日㈫14時～16時
場所 �保健所講堂
講師 �ピアサポーター（当事者）
対象 �統合失調症の方の家族〈申込制〉
申込 �開催日前日までに☎で
問合 �保健所保健予防課保健対策担当☎(38)3315

�
食生活改善講演会
「あぶら」の最新情報で健康食生活

日時 �9月15日㈮13時30分～15時30分
場所 �市役所分庁舎コミュニティホール
講師 �新海寛司さん(日清オイリオグループ㈱コーポ

レートコミュニケーション部広報IRグループ)
定員 �100人〈申込制(先着)〉
申込 �9月14日㈭までに☎で
問合 �保健所健康増進課健康づくり担当☎(38)3331

�
夏バテ知らずのチャチャっとご飯～抗酸化力
で夏の疲れを吹き飛ばす料理作り講座

日時 �9月10日㈰10時～13時
場所 �ハマミーナまなびプラザ調理室
講師 �嵐雅子さん(相模女子大学栄養科学部専任講師)
定員 �30人〈申込制(先着)〉
申込 �8月16日㈬～☎で
ほか �費用500円。調理実習あり
問合 �文化生涯学習課生涯学習担当

�
難病リハビリ教室
自宅でできるリハビリ体操

日時 �9月13日㈬14時～16時
場所 �保健所講堂
講師 �小倉一

かず

剛
たけ

(市立病院リハビリテーション科理学療法士)
対象 �難病患者の方と家族など20人〈申込制(先着)〉
申込 �9月4日㈪までに☎で
問合 �保健所保健予防課保健対策担当☎(38)3315

�
栄養教室～カラダが喜ぶ野菜生活
おいしい旬野菜をたっぷり食べよう

日時 �9月14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 �20人〈申込制(先着)〉
申込 �9月12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

�
筋膜リリースで運動習慣づくり講演会
筋膜の役割とセルフケア（講話と運動体験）

日時 �9月14日㈭10時～12時
場所 �総合体育館
講師 �天川淑宏さん(東京医科大学八王子医療センター

理学療法士)
定員 �80人〈申込制(先着)〉
申込 �8月15日㈫～☎で
問合 �保健所健康増進課健康づくり担当☎(38)3331

�
健康増進講演会～毎日の健康づくりのた
めの3つの予防ポイント

日時 �9月19日㈫13時30分～15時
場所 �保健所講堂
内容 �①感染症・生活習慣病・虚弱（フレイル）予防の講

演②脳と身体のコグニサイズ運動の体験
講師 �①南出純二(市保健所長・医師）②ロボット「パルロ」

インストラクター
定員 �60人〈申込制(先着)〉
申込 �8月15日㈫～☎で
問合 �保健所健康増進課健康づくり担当☎(38)3331

�
楽しみながら自分で健康チェック
フレイルチェックしてみませんか

日時 �9月27日㈬14時～16時
場所 �小和田地区コミュニティセンター
対象 �市内在住のおおむね65歳以上の方30人〈申込制(先着)〉
申込 �8月16日㈬～9月25日㈪に☎で
問合 �企画経営課長寿社会推進担当

�がん集団検診～胃・大腸・乳（マンモグラ
フィ）・子宮がん

日時 �①10月4日㈬②10月14日㈯
場所 �保健所講堂
申込 �①8月29日㈫～②9月8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 各100人 1000円

大腸がん（便潜血検査） 40歳以上

午前・午後

各100人 600円

乳がん（マンモグラフィ） 40歳以上の偶数歳 各120人 ※1

子宮がん（頸部） 20歳以上
の偶数歳 各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

採用・人事
�
教育委員会の非常勤嘱託職員～学校給食調
理員

対象 �18歳～54歳の方（定年は60歳。高校生不可）
待遇 �給食が実施される日の原則8時30分～15時（年間約

185日。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。日額5280円）

採用 �登録期間は申し込み後1年間とし、欠員時に選考
して雇用

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

�就学時健康診断補助(看護師)の臨時職員
人数 �16人
対象 �看護師または准看護師の免許を持つ方
待遇 �時給1200円。10月19日㈭～11月30日㈭の平日12時

30分～15時30分(週2～3日程度)
申込 �8月15日㈫～9月5日㈫に写真（3cm×4cm）と看護

師免許証または准看護師免許証を本人が持参
問合 �学務課保健給食担当

�市立病院の職員～臨床工学技士
人数 �若干名
対象 �臨床工学技士免許を持つ方または2018年3月末ま

でに臨床工学技士技師免許取得見込みの方
採用 �2018年4月1日
申込 �8月15日㈫～9月8日㈮に簡易書留で申込書(市立病

院病院総務課、市役所職員課などで配布中。市HP
で取得も可)を〒253-0042本村5-15-1市立病院病院
総務課へ(持参も可）

ほか �試験日9月23日㈯
問合 �市立病院病院総務課経営総務担当☎(52)1111

�
選挙管理委員会の臨時職員登録者①選挙準
備②不在者投票③期日前投票④投票

対象 �18歳(高校生も可)～65歳程度までの方
待遇 �①②市役所勤務③市内各期日前投票所勤務④市内

各投票所勤務いずれも時給940円（1勤務につき7時
間45分を超える分は時給125％）

採用 �2020年3月31日までの登録とし、選挙事務が発生
した時に選考して採用

申込 �申込書(市役所選挙管理委員会事務局で配布中。
市HPで取得も可)を、〒253-8686市役所選挙管理委
員会事務局へ（本人が持参も可）

ほか �高校生は保護者と学校の許可が必要
問合 �選挙管理委員会事務局選挙担当

�監査委員・公平委員会委員を選任
監査委員
　議会選出の監査委員には、議会の同意を得て、広瀬
忠夫氏が選任されました。
　広瀬忠夫（ひろせ・ただお）1965年3月山梨県立日川
高等学校卒業。2003年4月茅ヶ崎市議会議員に当選。
第31代議長、環境厚生常任委員会委員長などを歴任。
（70歳）
公平委員会委員
　任期満了による公平委員会委員には、議会の同意を
得て、米﨑貴博氏が再任されました。
　米﨑貴博（よねざき・たかひろ）1994年3月神奈川県
立平塚工業高等学校卒業。1994年4月TOTO株式会社に
入社。TOTO　UNION茅ヶ崎支部長、湘南地域連合会計監
査、茅ヶ崎市公平委員会委員などを歴任。（42歳）
問合 �職員課人財育成担当

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 8月24日㈭12時～16時

つるみねミュージックイン
サマーライブ～音楽とダンス

日時 8月26日㈯13時～15時30分
古典文学講座～源氏物語

日時 �9月10日㈰・17日㈰いずれも13時30分
～15時30分（全2回）

講師 池田節子さん（駒澤女子大学教授）
定員 50人〈申込制（先着）〉
申込 8月31日㈭まで

家族介護教室～あきらめないで！
膝の痛み、予防と上手なつきあい方

日時 9月15日㈮10時～11時30分
定員 20人〈申込制（先着）。介護者優先〉
申込 8月22日㈫～

認知症予防運動～コグニサイズ
日時 9月24日㈰13時～15時
定員 30人〈申込制（先着）〉
講師 石濱司さん（日本健康運動指導士会）
申込 8月24日㈭～

￥癒しのハーブ講座、軽食
日時 9月26日㈫10時～12時
定員 15人〈申込制（先着）〉
申込 8月17日㈭～

￥遊々クラブ～マイクロバスで行く
武
ぶ

相
あい

荘
そう

（東京都町田）、かくれ里（愛川町半原）
日時 9月12日㈫8時30分～
対象 �おおむね65歳以上の方15人〈申込制

(抽選)〉
ほか 情報つるみね掲載記事の行き先変更
申込 8月16日㈬～23日㈬

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

元 気 の 出 る ヨ ガ
日時 �9月5日・12日・26日いずれも火曜日

10時～11時30分
定員 20人〈申込制（先着）〉
申込 8月23日㈬～

シニアストレッチ教室
日時 �9月5日・12日・26日いずれも火曜日

13時30分～15時
対象 65歳以上の方20人〈申込制（先着）〉
申込 8月24日㈭～

￥シニア講座～タブレット体験教室
日時 �9月21日㈭・28日㈭いずれも13時30

分～16時
対象 65歳以上の方15人〈申込制（先着）〉
申込 8月30日㈬～

￥ノルディックウォーキング入門
日時 �①9月27日～10月11日②10月18日～

11月1日のいずれも毎週水曜日9時30
分～11時（各全3回）

場所 柳島しおさい公園
対象 18歳以上の方各回10人〈申込制（抽選）〉
申込 8月25日㈮～30日㈬

￥オリジナルの消しゴム
は ん こ を 作 ろ う!

日時 9月30日㈯10時～11時30分・13時30分～15時
対象 小4～6年生各回6人〈申込制（抽選）〉
申込 9月8日㈮～10日㈰

わらべうたと絵本で遊ぼう
日時 �10月～2018年3月の毎月第1水曜日10

時30分～12時（10月と2018年1月のみ
第2水曜日）

対象 未就園児と保護者20組〈申込制（先着）〉
申込 9月6日㈬～

文 学 講 座 ～ 方 丈 記
日時 �10月5日～26日の毎週木曜日13時30

分～15時30分（全4回）
定員 50人〈申込制（先着）〉
申込 9月7日㈭～

第28回なんごサウンドコースト
演 奏 会 出 演 者 募 集

日時 10月28日㈯10時～

申込 8月15日㈫～31日㈭
2018年3月3日㈯・4日㈰開催
公民館まつり実行委員募集

申込 9月30日㈯までに窓口で

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

子どもの広場～おもちゃをつくろう
日時 8月26日㈯10時～11時30分

￥ぴよぴよアトリエ～のびのび
びよーんのおもちゃづくり

日時 9月6日㈬10時30分～12時
対象 �1歳～未就学児と保護者10組〈申込制
（抽選）〉

申込 8月23日㈬9時～31日㈭17時まで➡

申込すべて8月16日㈬～

➡

文学講座～坂口安
あ ん

吾
ご

の堕落論
日時 �9月2日・9日・16日いずれも土曜日

10時～12時（全3回）
定員 40人〈申込制（先着）〉
ほか 託児6か月～未就学児2人〈申込制（先着）〉

ふれあいスポーツ広場～3Ｂ体操
日時 9月2日㈯13時30分～15時➡

申込すべて8月22日㈫～
➡

￥はじめての陶芸教室
日時 �9月8日㈮、10月6日㈮いずれも13時30

分～16時（全2回）
定員 20人〈申込制（先着）〉
ほか 託児6か月～未就学児5人〈申込制（先着）〉

シニアのためのチェアヨガ
日時 �9月14日・28日、10月12日・26日いずれ

も木曜日13時15分～14時45分（全4回）
対象 60歳以上の方15人〈申込制（先着）〉

￥ままのLet’sチャレンジ～プリ
ザーブドフラワーアレンジメント

日時 9月13日㈬10時～12時
対象 子育て中の女性10人〈申込制（抽選）〉
申込 9月5日㈫まで
ほか 託児6か月～未就学児12人〈申込制（先着）〉

￥サークル体験①スポーツ吹き矢
② ボ ラ ン テ ィ ア ③ 手 話

日時 �①9月20日㈬・27日㈬いずれも13時
30分～15時②9月28日㈭15時～17時
③9月28日㈭14時～15時30分

定員 �①25人②10人③20人〈いずれも申込
制（先着）〉
介護に備えて実技体験

日時 9月30日㈯10時～12時
定員 15人〈申込制（先着）〉
ほか �託児6か月～未就学児5人〈申込制（先

着）〉

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

大人の朝の過ごし方～朝活「ヨガ」
日時 9月5日㈫9時～10時
講師 岩本千里さん（ヨガインストラクター）
定員 20人〈当日先着〉

子 ど も の 広 場
科学で遊ぼう「つまめる水!?」

日時 9月9日㈯10時～11時30分
対象 小40人〈当日先着〉

￥シニアパソコン教室
タブレットの使い方

日時 9月26日㈫・27日㈬（全2回）
講師 澤本豊

とよ

治
じ

さん（パソボラ湘南小和田会）
対象 �おおむね60歳以上15人〈申込制（先

着）〉
申込 8月23日㈬～

子 育 て 支 援 講 座
反抗期、親と周りの接し方

日時 9月29日㈮10時～12時
講師 谷井茂久さん（元市教育長）
対象 �小の家族や地域の方など40人〈申込

制（先着）〉
申込 8月22日㈫～

公民館だより編集員募集
内容 年1回発行の公民館だよりの編集
申込 9月8日㈮まで

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

函
か ん

南
な み

原生林（静岡県函南町）
の自然観察ハイキング

日時 9月30日㈯9時～16時30分ごろ
対象 �小～高と保護者19人〈申込制（抽選）。

小は保護者同伴〉
申込 8月29日㈫～9月5日㈫
ほか マイクロバスで送迎➡

申込すべて8月27日㈰～

➡

￥デッサン・着
ちゃく

彩
さ い

・平面構成
定 期 美 術 講 座（ 後 期 ）

日時 �10月7日～2018年3月3日の毎月第1土
曜日9時～17時（10・11月は第1・3土
曜日）（全8回）

対象 小5年生～高10人〈申込制（先着）〉
日本の平和を考えよう～自衛隊朝霞駐屯
地りっくんランド見学（埼玉県朝霞市）

日時 10月8日㈰8時30分～17時
対象 小5年生～高19人〈申込制（先着）〉
ほか マイクロバスで送迎

O
おー

ゲージ鉄道模型を走らせて遊ぼう！
日時 10月9日㈪13時30分～15時30分
対象 小以上の方30人〈申込制（先着）〉
ほか Oゲージ車両の持ち込み可

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

はまかぜサマーフェスティバル201７
日時 �①8月26日㈯10時～・13時～、8月27

日㈰10時～②8月27日13時～14時③8
月27日14時15分～16時

内容 �①映画、紙しばい②マジックショー、
人形劇、風船パフォーマンス③水ロ
ケット、ヨーヨーなど

対象 30歳までの方（小2年生以下は保護者同伴）
茅ヶ崎公園ブラさんぽ

日時 8月26日㈯13時～14時15分
場所 文化資料館、茅ヶ崎公園野球場周辺
対象 小～30歳の方15人〈当日先着〉
ほか サマーフェスティバル2017同時開催

￥おもしろ工作教室６～きらきらループ
と 光 る 星 座 ボ ー ド・ ミ ニ を 作 ろ う

日時 9月23日㈯10時～12時
対象 �小～中12人〈申込制（先着）。小1年生

は保護者同伴〉
申込 8月16日㈬～

自然と歴史探検隊～植物・昆虫・
鳥の観察、自然界の不思議を知る

日時 9月30日㈯10時～12時
対象 �小3年生～中10人〈申込制（先着）。保

護者参加可〉
申込 8月20日㈰～

手話を学ぼう！手話で遊ぼう
日時 �10月1日～22日の毎週日曜日10時～

11時30分（全4回）
対象 小～中12人〈申込制（先着）。保護者参加可〉
申込 8月22日㈫～

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

楽しみながら健康チェック
フレイルチェックしてみませんか

日時 9月20日㈬14時～16時
対象 �市内在住のおおむね65歳以上の方40

人〈申込制（先着）〉
申込 8月17日㈭～9月12日㈫

ズンバでダイエット
日時 9月22日㈮10時～11時
定員 15人〈申込制（先着）〉
申込 8月22日㈫～
ほか 託児6か月～6人〈申込制（先着）〉

ち が さ き の 歴 史 を 訪 ね て
駅と駅前から見る茅ヶ崎の昔と今

日時 9月24日㈰13時～15時
定員 20人〈申込制（先着）〉
申込 8月19日㈯～

障害者理解講座～透析療法
日時 9月29日㈮13時～15時
定員 30人〈申込制（先着）〉
申込 8月18日㈮～

￥ベネチアンマスク制作
日時 9月30日㈯10時～12時
定員 10人〈申込制（先着）〉
申込 8月26日㈯～

エンディングノート書き方講座
日時 10月3日㈫10時～12時
定員 40人〈申込制（先着）〉
申込 開催日前日まで

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 �①9月9日㈯・23日㈯いずれも15時～
②9月13日㈬・27日㈬いずれも15時～
③9月20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 9月9日㈯①9時30分～②14時～
内容 ①「救命艇」②「青い自動車」

民話上演「萩園の花女郎道」他
日時 9月16日㈯14時～

講座～たった一冊の出版
日時 9月24日㈰、10月8日㈰いずれも10時～
定員 10人〈申込制（先着）〉
申込 8月24日㈭～

中級者向けストーリーテリング講習会
日時 �①9月28日㈭、10月5日㈭いずれも10時

～12時30分②9月28日、10月5日、11月9
日㈭・17日㈮・24日㈮・30日㈭、12月7
日㈭いずれも10時～12時30分（全7回）

講師 �牛久保ゆう子さん（わたげの会）、野垣成
のり

惠
え

さん（おはなしのなかまミヨっこどん）他
対象 �①各日40人〈申込制（先着）〉②全日参

加可能な方12人〈申込制（選考）〉
申込 �①8月16日㈬～②8月16日㈬～9月3日

㈰に申込書（図書館で配布中。市HP
で取得も可）を持参または で
エンディングノートから始める老い支度

日時 9月30日㈯10時～12時
講師 佐藤悦子さん（県行政書士会湘南支部）
定員 40人〈申込制（先着）〉
申込 8月23日㈬～➡

問合すべて図書館香川分館☎（51）4946

➡

お は な し 会
①赤ちゃん向け②小さい子向け

日時 �①9月7日㈭10時30分～（受け付け10
時～）②9月16日㈯14時～
映画会「眠れぬ夜の小さなお話4」他

日時 9月9日㈯14時～

ゆかりの人物館
〒253-0054　東海岸南6-6-64
☎ （81）5015

父・城山三郎と茅ヶ崎～茅ヶ崎
で過ごした父の半世紀を語る

日時 9月2日㈯13時30分～15時
講師 井上紀

のり

子
こ

さん（城山さんの次女）
定員 30人〈申込制（先着）〉
申込 8月16日㈬～

語りとボサノバギターで楽しむ
日時 9月9日㈯13時30分～15時
内容 �長谷川由美さん（語り・湘南シレー

ネ）、アンジェロさん（ギター）
定員 30人〈申込制（先着）〉
申込 8月23日㈬～

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

￥夏の福袋201７　動物美術館
期間 �8月31日㈭までの10時～18時（入館は

閉館の30分前まで）
￥ハワイアンキルト展～ホノルル
美術館所蔵の貴重なキルト作品

期間 �9月10日㈰～11月5日㈰10時～18時
（入館は閉館の30分前まで）

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
◆￥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

9月の施設の休館日については8面をご覧ください
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主な施設の の休館日9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、文化資料館 4日・11日・19日・25

図書館本館 4日・11日・19日・21日・25日
図書館香川分館 4日・11日・19日・21日・25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 1日～9日・11日・19日・20日・25日・26日
ちがさき市民活動サポートセンター 20日
スポーツ施設 11日
屋内温水プール 11日～13日
男女共同参画推進センターいこりあ 3日・10日・17日・24日
勤労市民会館 25日
開高健記念館、茅ヶ崎ゆかりの人物館 4日～7日・11日～14日・19日～21日・25日～28日

志フォーラム ～未来に繋がる地域共育～
10時～12時　総合体育館第1体育室

きて！みて！つくって！雄三通り
10時～15時　中央公園

防災ブース「揺らぐな！私！」
10時～ 16時　総合体育館

情熱フォーラム ～情熱は夢へのエンジン～
13時～14時　市役所分庁舎6階コミュニティホール

進化フォーラム
～地方創生フォーラム 統合型リゾート（IR）における地域活性化戦略～
14時30分～15時30分　市役所分庁舎6階コミュニティホール

　未来に輝きをもたらす子どもたちに「志」を持って歩んでほしい。
子どもたちのために教育という観点から、共に学び、育み、共助できるまちづくり
を考えてみませんか。
　●出演者　鈴木寛（文部科学大臣補佐官）、佐藤彩香（公益社団法人日本一輪車協会公認インス

トラクタ―）、大鋸友紀（TBSニュースバードキャスター）、今村久美（NPO法人カ
タリバ代表理事）、亀井泰人（神奈川県立高等学校PTA連合会副会長）

　情熱こそ、地域を変える大きな原動力となります。これまでさまざまな困難を乗
り越えて夢の実現に向けて歩んできた過程や、その原動力を対談します。
　●出演者　南郷市兵（福島県立ふたば未来学園高等学校副校長）、淺野真澄（ローカルファースト

研究会代表）

　地方創生は、国や行政だけの施策ではありません。自分が暮らす地域を魅力あふ
れる社会にするため、地域の未来を一緒に考えましょう。
　●出演者　服部信明（茅ヶ崎市長）、牧島かれん（衆議院議員）

　「雄三通り活性化プロジェクト」の活動や成
果を体感できるブースです。ぜひ、雄三通り
の魅力を感じてください。

　私たちは自然と共に生き、自然災害と隣り合
わせの生活を送っています。「今できないこと
は、もしもの時にもできない」。まずは、今の
私たちの防災に対する意識を確認し、災害時に
生きるための備えをみんなで始めましょう。

　神奈川ブロック大会は、青年会議所が目指す「明るい豊かな社会の実現」
に向けて、市民のみなさんを対象としたフォーラムなどを開催する、年に一度
のお祭りです。茅ヶ崎での開催は11年ぶりとなり、進化フォーラムでは服
部市長の出演もあります。みなさんのご来場をお待ちしています。

【公益社団法人茅ヶ崎青年会議所☎（85）0212】

　地域の魅力を一堂に集めた「茅ヶ崎トレジャー祭」を同時開催します。ぜひ家族
や友人と一緒にお楽しみください。

・市内珈琲店の
　出張カフェ

・湘南ベルマーレ
　キングベルⅠ世バルーン
・大道芸人

・ヨガ体験

・市内飲食店
・市内・近隣の名物料理
・フードトラック

・フリーマーケット30店舗
・クラフトショップ30店舗
・市内のお花屋さん直売
・茅ヶ崎野菜直売

茅ヶ崎大会
夢へ漕ぎ出そう　第45回神奈川ブロック大会

9月9日㈯
参加無料

9月9日㈯ 中央公園
10時～15時

日　時 場　所
茅ヶ崎のお宝が大集合！

こ

なん ごう いっ ぺい

おお ゆが き

CHIGASAKI MAYOR’S CUP AMATEUR SURFING CONTEST

第21回茅ヶ崎市長杯湘南祭
アマチュアサーフィンコンテスト

日時　9月3日㈰ 7時～（予備日10日㈰） 
場所　茅ヶ崎ヘッドランド・ボードウォーク付近
	 ※	開会式は波の状態にかかわらず行います

　茅ヶ崎市長杯は、サーフィンのメッカである茅ヶ崎の海を舞台に「ワール
ドレベルの審査基準を取り入れた地元主体の継続的なサーフィンコンテス
ト」というコンセプトのもと、地元サーフショップなどの協力やボランティ
アによって開催されます。また、この大会は茅ヶ崎サーフキッズの登竜門
であり、過去の参加者から数多くのプロサーファーを輩出しています。若
手選手たちの熱い戦いをぜひ見に来てください。
� 【湘南祭実行委員会事務局（茅ヶ崎商工会議所内）☎（58）1111、産業振興課観光担当】

得点は10点満点で採点され、難易度が高い技や完成度の高い技を演技した場
合に高得点となります。アマチュアサーフィンコンテストはトーナメント（勝
ち上がり）形式で行われ、与えられた演技時間の中で得点の高い2回の演技の
合計得点で勝敗が決まります。

競技ルール

　市制施行100周年となる「30年後の未来」をテーマにしたアート作品を制
作します。カメラマンが撮影した高さ2ｍほどの写真に、アーティストとこ
ども協力員が力を合わせて絵を描きます。完成した作品は、アーティストの
作品などと一緒に、市民文化会館の工事中の壁（中央公園側）に飾ります。

日時 　9月3日(日)10時～15時(予定)
場所 　青少年会館　美工室
対象 　 市内在住で中学生以下の方10人〈申込

制(先着)。小学生以下は保護者同伴〉
申込 　8月15日㈫～
ほか 　昼食持参。汚れてもよい服装。

 参加者には別途開催案内を郵送。
  アーティストの指示を受けながらペンキ

で絵が描ける方。当日の様子を撮影し
た写真を市 HPなどに掲載してもよい方

【文化生涯学習課文化推進担当】

壁面アートこども協力員を募集

文化会館メモリアル事業　茅ヶ崎の未来を創造しよう !
文化会館壁画アート制作プロジェクト

期間　2018年3月16日㈮～22日㈭（全7日）
対象　市内在住の小学4・5年生4人程度〈申込制（選考）〉
申込　 9月29日㈮（必着）までに①申込書・申込書受付票（市役所などの公共施設で配布中。市

HPで取得も可）②作文(400字詰め原稿用紙2枚以内。テーマ「姉妹都市ホノルルに伝え
たい茅ヶ崎の良いところ」を持参（〒253-8686茅ヶ崎市役所秘書広報課へ郵送も可）

ほか　費用5万円（保険料などは除く。旅行代理店へ支払い）。二次選考（面接）あり。
　　　8月27日㈰10時～保護者向け事前説明会を実施。詳細は市 HP参照
問合　秘書広報課姉妹都市担当

茅ヶ崎市青少年海外派遣団員を募集
市では、姉妹都市ホノルル市・郡への青少年派遣事業を実施し
ます。現地小学生との交流や、ホノルルの文化を体験すること
で、国際人としての広い視野を持った人材の育成を目指します。 　各地区で下表のとおり防災訓練を実施します。

　ぜひ訓練に参加し、災害に備えてください。 【防災対策課防災担当】

地区名 日　時 会　場
南　湖 9 月 9 日㈯ 午後 西浜小学校

湘　南 10月 1 日㈰ 午前 中島中学校

小　出 10月 1 日㈰ 午前 小出小学校

浜須賀 10月 7 日㈯ 午前 浜須賀小学校・浜須賀中学校

茅ヶ崎 10月14日㈯ 午後 梅田小学校

小和田 10月15日㈰ 午前 小和田小学校

茅ヶ崎南 10月15日㈰ 午前 茅ヶ崎小学校

鶴嶺東 10月21日㈯～11月19日㈰ 鶴嶺東地区内の9自治会館など

海　岸 10月28日㈯ 午後 東海岸小学校

湘　北 11月 3 日㈮ 午後 香川小学校・鶴が台団地内公園

鶴嶺西 11月 5 日㈰ 午前 今宿小学校・萩園中学校・鶴嶺西コミセン

松　浪 11月19日㈰ 午前 松浪小学校・松浪中学校

松　林 11月19日㈰ 午前 松林小学校
※ 会場は変更になる場合があります

地区防災訓練～防災力・防災意識の向上を目指して

掲載予定場所（文化会館
の中央公園側壁面）

青少年海外派遣事業 HP
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人　口▶	 240,372人	 （前月比162人増）

世帯数▶	100,005世帯	（前月比127世帯増）
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