
■ 　みんなで楽しむぞよ■  

柳島キャン
プ場でのイベント他にもあり

ます！

交流の輪を広げよう
　子育て世代のための生涯学習交流サロンTsu・mu・guちがさきでは、子育て
世代と他世代の交流を目的に、毎月1回交流サロンを開催しています。
　今回は、秋の潮風が心地よい柳島キャンプ場で、どなたでも気軽に参加でき
るデイキャンプを開催します。ごはん作りやエコバッグ制作を通して、世代を
超えた交流を楽しんでみませんか。
� 【文化生涯学習課生涯学習担当】

日時 10月26日(木) 11時～15時(雨天決行)
場所 柳島キャンプ場
定員　30人〈申込制(先着)〉
申込　�9月19日(火)8時30分～件名に「tsumuguちがさき10/26参加希望」、本文に

参加者全員の氏名(ふりがな)・年齢・電話番号、集合・解散希望場所(柳島キャ
ンプ場または市役所)を記入し、 mom4chigasaki@gmail.comへ

ほか　��費用800円(1歳まで無料)。雨天時は同会場の屋根のあるスペースで開催。
市役所から送迎バスあり(10時30分集合、15時30分解散)

協力　NPO法人茅ヶ崎つなぐ海と森
問合　�29年度市民提案型協働推進事業団体マム04 mom4chigasaki@gmail.com

みんなで楽しく
ごはん作り

（きのこたっぷ
りすまし汁）

　ママたちが企画した、ママと子
どものための癒しのイベント。
　自然に囲まれた空間で、楽しい
時間を過ごしましょう。
　ランチはみんなでホットケーキ
を作ります。

　初めてでも安心！テントやシュラフもセット
になったテントサイト宿泊のパッケージプラン

見た目もか
わいい

カップちら
し寿司

０歳からシニアまで

期間　10月31日(火)まで
料金　1サイト(4人程度)1泊あたり

水・木・日曜日� 市内�3500円
�市外�4000円

金・土曜日、祝前日� �市内�4000円
�市外�4500円

協力　CAPTAINSTAG

ママキッズCAMP
～Fairy of Country～

　個性あふれる茅ヶ崎の街をもっと楽しんでほしいという思いで、キャンプ場周
辺MAPを作成しました。気になっていた場所や、意外と知らないオススメ穴場
スポットまで、MAPを片手に出かけてみませんか。キャンプ場利用者の方には
レンタサイクル(有料)がありますので、ぜひご利用ください。

キャンプデビュー応援パッケージプラン

制作した

エコバッ
グは

お土産に

布絵の具を使って
オリジナルエコバッグを制作

メールでの申し込みが
できない方は
市役所文化生涯学習課
☎(82）1111へ

自然の中でおいしいランチと
ワークショップ

初めてのテント泊にぴったり

茅ヶ崎の街をもっと楽しもう！
掲載店のお得な
クーポン付き！

ふれあいアートデイキャンプ

ご予約は予約サイト、
または柳島キャンプ場
☎(87)1385へ

キャンプ場周辺MAP

詳細は「茅ヶ崎市柳島キャンプ場」
facebookをチェック！

日時　10月19日(木)11時～15時
ほか　参加費親子1500円
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環境
�柳
やなぎ
谷
やと
定例自然観察会～バッタはどこに

いる？
日時 �9月24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

�清
し み ず

水谷
やと

定例観察会（10月）
日時 �10月1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

�赤羽根に残る貴重な自然を観察しよう
日時 �10月2日㈪10時～12時
場所 �赤羽根字十三図周辺特別緑地保全地区内市道部分
定員 �20人〈申込制（先着）〉
申込 �9月15日㈮～27日㈬に☎で
ほか �長袖・長ズボン着用。市役所または現地集合
問合 �景観みどり課みどり担当

�
環境市民講座
「くらしの中の地球温暖化対策を考える」

日時 �10月16日㈪13時30分～15時30分
場所 �市役所分庁舎A・B会議室
内容 �第一部「地球温暖化の現状について（講演）」、
　　第二部「ワークショップで対策を考える」
対象 �市内・藤沢市・寒川町に在住・在勤の方30人〈申

込制（先着）〉
申込 �9月19日㈫～10月10日㈫に☎で（「地球温暖化対策

講演会」参加希望、氏名・電話番号を記入し、
(57)8388も可)

問合 �環境政策課温暖化対策担当

�
浄化槽の維持管理のため、使用者に義務
づけられている3点の実施を

〈保守点検〉機能維持のため機器調整など、一定周期で
保守点検を実施すること。市の登録を受けた浄化槽保
守点検業者へ委託も可〈法定検査〉維持管理が適正に行
われ、機能が確保されているかを確認するため、指定
検査機関の定期検査を年1回受けること〈清掃〉年1回以
上の清掃をすること。1年6か月以上清掃していない場
合は手数料が割り増し
問合 �環境保全課環境保全担当

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・リフォーム・欠陥住宅など

日時 �9月23日㈯13時～16時
場所 �松林公民館

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

�道路・水路の無断占用はしないでください
　道路や水路といった市有地を特定の人が無断で占用
することはできません。適切な市有地の管理にご協力
ください。
〈禁止行為〉○市有地に常時駐車する、プランターや乗
り上げブロックなどを置く○道路・水路境界を越境し
て草木を茂らせる○道路・水路境界を越境して商品陳
列や露天商を行う○土砂や廃棄物などを投棄・放置す
る○市有地を許可なく自分の敷地のように利用する
〈占用〉市有地の占用が可能な場合があります。道路の
占用に関しては市役所道路管理課、水路の占用に関し
ては市役所下水道河川管理課へご相談ください。
〈払い下げ〉使用されていない道路や水路が不用と判断
された場合は払い下げができます。詳細は市役所建設
総務課へご相談ください。
問合 �道路管理課管理担当、下水道河川管理課河川水路

担当、建設総務課総務担当

生活
�不用品バンク（8月30日現在）

●不用品バンクは無料のみ対象。詳細は市HP参照
〈ゆずります〉たんす▷ベッド▷カセットコンロ▷剣道
具一式▷スピーカーボックス一組▷スキー板〈ゆずって
ください〉シングルベッド▷ワープロ▷テレビ▷自転車
問合 �市民相談課消費生活センター

�
9月21日㈭～30日㈯は
秋の全国交通安全運動期間

　「夕暮れ時と夜間の歩行中・自転車乗車中の交通事
故防止」、「全ての座席のシートベルトとチャイルド
シートの正しい着用の徹底」、「飲酒運転の根絶」、「二
輪車・自転車の交通事故防止」を重点に秋の全国交通
安全運動が実施されます。「安全は�心と時間の�ゆとり
から」、「高齢者�模範を示そう�交通マナー」をスローガ
ンに一人一人が交通安全意識を高め、交通事故防止を
徹底しましょう。
問合 �安全対策課安全対策担当

�茅ヶ崎市表彰・技能者表彰式
　10月1日㈰10時から市役所分庁舎コミュニティホール
で、長年の活動により市政の発展に貢献された方々や
さまざまな分野で優れた技能や技術を発揮された方々
への表彰を行います。また、10月1日に市制施行70周年
を迎えるにあたり、感謝状の贈呈も行います。当日は
茅ヶ崎飲食店組合、茅ヶ崎菓子組合による技能披露や
飲食もご用意していますので、ぜひお越しください。
問合 �秘書広報課秘書担当、雇用労働課雇用労働担当

�
地元を知り、現役時代とは違う活躍の場
を探すセカンドライフセミナー

日時 �10月11日㈬・18日㈬いずれも9時～17時（全2回。
最終日終了後に歓談の時間あり）

場所 �シルバー人材センター
講師 �作

さく

田
だ

稔さん（一級キャリア・コンサルティング技
能士）他

対象 �全日参加可能な方24人〈申込制（先着）〉
申込 �10月4日㈬までに☎で（住所・氏名・生年月日・電

話番号を記入し、 (58)6670または chigasaki@
sjc.ne.jpも可）

ほか �費用2000円
問合 �シルバー人材センター☎(85)7425

�
政治家の寄付は禁止
有権者が寄付を求める行為も禁止

　地域のお祭りなど、贈り物をする機会が多い時期で
すが、政治家が選挙区内の人にお金や物を贈ることは
公職選挙法で禁止されています。また、有権者が政治
家に寄付や贈り物を求めることも禁止されています。
寄付禁止のルールを守って、明るい選挙を実現しま
しょう。詳細は市HPをご覧ください。
問合 �選挙管理委員会事務局選挙担当

保険
�国民健康保険被保険者証の更新

　9月30日㈯の有効期限満了に伴い、国民健康保険被
保険者・退職被保険者証(国保証)を更新します。新し
い国保証は順次、世帯主宛てに簡易書留で送付します。
なお、市の国民健康保険と勤め先の健康保険の両方に
加入している場合、国民健康保険をやめる手続きが必
要です。勤め先の健康保険に加入した場合は、早めに
手続きを行いましょう。手続きには、国保証・勤め先
から交付された保険証（いずれも該当者分）、印鑑（朱
肉使用）、マイナンバーを確認できる資料が必要です。
問合 �保険年金課給付担当・保険料担当

子育て・教育
�
マタニティクッキング～妊娠・授乳期の
食事の注意点

日時 �9月26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 �12人〈申込制（先着）。初妊婦優先〉
申込 �開催日前日の12時までに☎で
ほか �費用300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

�
いっしょにあそぼ！家庭的保育を行って
いる保育者が遊びの場を提供

日時 �10月1日㈰10時～12時(入退場自由)
場所 �勤労市民会館

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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対象 �3歳未満の子と保護者30組〈当日先着。3歳以上の
きょうだいの参加も可〉

ほか �NPO法人家庭的保育全国連絡協議会、茅ヶ崎市家
庭的保育連絡会主催

問合 �茅ヶ崎市家庭的保育連絡会 minht196812@ae.
　　auone-net.jp杉浦

�
木
もく

育
いく

おもちゃひろば～木のおもちゃで遊
ぼう

日時 �10月7日㈯10時～11時30分、13時30分～15時
場所 �O

お と と い

TO-TOYハウス
対象 �乳幼児と保護者各8組〈申込制（先着）〉
申込 �9月19日㈫18時～☎で
ほか �駐車場なし。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)

�
まなびの市民講師自主企画講座
おもちゃ病院・にこにこ

日時 �10月11日、11月8日、2018年1月10日、2月14日、3
月14日いずれも水曜日14時30分～16時30分(受付
は16時まで)

場所 �ハマミーナまなびプラザ会議室
講師 �瀬川貢さん（まなびの市民講師）
ほか �1家族1点。部品・材料交換が必要な場合は相談の

上実費負担
問合 �文化生涯学習課生涯学習担当

�
12月～2018年4月（1次受付）の認可保育所
等の入所申し込みを開始

期間 �10月11日㈬～11月10日㈮
申込 �申込書（9月11日㈪～市役所保育課、各市民窓口セ

ンターなどで配布。市HPで取得も可）を市役所保
育課へ持参

ほか �入所待機者も再度入所申し込みが必要。詳細は保
育所のしおり（申込書配布場所で配布）参照。最新
情報は市HP参照

問合 �保育課認定担当

�
乳幼児期の子育ち・子育て出前講座～乳幼児
期のコミュニケーションが創る子どもの力

日時 �10月21日㈯10時～12時
場所 �香川保育園
講師 �岡本依子さん(立正大学准教授)
対象 �市内在住・在勤の方30人〈申込制(先着)〉
申込 �9月19日㈫～10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 �託児未就学児10人〈申込制(先着)。10月12日㈭まで〉
問合 �教育センター研究研修担当☎(86)9965�

�
第30回神奈川県里親大会「大切なあなただから
ともに生きよう～希望ある未来を見つめて」

日時 �10月21日㈯12時30分～16時
場所 �藤沢市湘南台文化センター（藤沢市湘南台）
定員 �400人〈申込制（先着）〉
申込 �10月7日㈯までに里親センターひこばえ☎046(205)
　　 �6092へ(住所・氏名（団体名）を記入し、 046（205）

0032も可)
問合 �第30回神奈川県里親大会実行委員会事務局（白十字

会林間学校内）☎（82）8044

�
2017年度第1回市民療育研修会
発達障害への理解を深める

日時 �10月29日㈰14時～16時
場所 �市役所本庁舎会議室3
講師 �吉澤一弥さん（日本女子大学家政学部児童学科教授）

定員 �100人〈申込制（先着）〉
申込 �10月2日㈪～20日㈮に☎で（講座名、住所・氏名・

電話番号を記入し、 �(84)0506も可）
ほか �手話通訳・要約筆記あり。託児6か月～小学生10人

程度〈申込制（先着）。10月2日㈪～〉
問合 �こども育成相談課こどもセンター☎(84)0505

�
子育ち・子育て出前講座～子どもの気持
ちに寄り添うためにできることは…

日時 �10月29日㈰14時～16時
場所 �海岸地区コミュニティセンター
講師 �ヴィヒャルト千佳こさん(鶴が峰心理グループ代

表責任者)
対象 �市内在住・在勤の方60人〈申込制(先着)〉
申込 �9月25日㈪～10月25日㈬に☎で（氏名・電話番号、

託児の有無を記入し、 �(88)1394も可)
ほか �託児未就学児10人〈申込制(先着)。10月19日㈭まで〉
問合 �教育センター研究研修担当☎(86)9965

�
子どものほめ方、叱り方、伝え方の練習
「ほしつ☆メソッド」

日時 �①11月18日㈯9時～11時②11月10日・17日、12月1
日いずれも金曜日10時～12時（全3回）

場所 �①浜見平保育園（ハマミーナ内）②香川公民館
対象 �①2歳～6歳の子の保護者10人②3歳以上の子の保

護者8人〈いずれも申込制（先着）〉
申込 �①11月15日㈬まで②11月7日㈫までにいずれも☎で
ほか �託児6か月～未就学児各10人〈申込制（先着）〉②個別

に事前説明あり
問合 �①浜見平保育園☎(83)1011②こども育成相談課家

庭児童相談室☎(82)1151

�
子どもを預かる・預けたい会員募集
ファミリー・サポート・センター

内容 �アドバイザーが会員間を仲介し、保育園などへの送
迎や預かりなどの子育て支援活動を有償で行う

対象 �〈支援会員（子どもを預かる方）〉市内在住で保育に
理解と熱意があり、安全な保育環境を持つ方。研
修の受講が必要〈依頼会員（子どもを預けたい方）〉
市内在住・在勤・在学で原則生後3か月～小学6年
生の保護者〈両方会員（支援と依頼の両方を希望す
る方）〉支援・依頼会員両方の条件を満たす方

申込 �随時
ほか �2017年度支援会員研修会10月25日(水)～27日(金)9

時20分～12時に男女共同参画推進センターいこり
あで〈申込制。託児10人（先着）〉

問合 �ファミリー・サポート・センター☎(87)8070

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 �10月14日㈯9時～12時
場所 �消防署北棟
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19日㈫～10月6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

�
広げよう�救命の輪～女性専用普通救命講習会
（救急法）心肺蘇生法、AEDの使用方法ほか

日時 �11月12日㈰9時～12時
場所 �消防署北棟

対象 �市内在住・在勤・在学で中学生以上の女性25人〈申
込制（先着）〉

申込 �10月10日㈫～11月6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

�
�電化製品を正しく使って、電気火災を防
ぎましょう

　以下の点に注意して、火災の発生を防ぎましょう。
○冷蔵庫の後ろなど、隠れているコンセントを清掃す
る○普段使用しない電化製品のプラグは抜く○電気
コードが家具などの下敷きにならないようにする○
テーブルタップは決められた容量で使用する○電気
コードは束ねて使用しない○たこ足配線はしない
問合 �予防課予防担当

産業・雇用
�果樹持寄品評会ぶどう・梨の部入賞者

　8月25日に茅ヶ崎市果樹持寄品評会（ぶどう・梨の部）
がさがみ農協茅ヶ崎ビルで開催され、入賞者が次のと
おり決まりました。（敬称略）
〈ぶどう〉優等賞＝鈴木貴央（西久保）、一等賞＝小西利
章（西久保）、二等賞＝鈴木恵子（西久保）、小西悠一（西
久保）〈梨〉優等賞＝小西利章（西久保）、一等賞＝石井
基久雄（西久保）、二等賞＝三堀勝子（西久保）
問合 �農業水産課農業担当

�
10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 �10月3日㈫・11日㈬・19日㈭・27日㈮いずれも①
10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 �各回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

�
「おもてなし力」向上接客術セミナー～お客
様の心をとらえる接客で売上アップ

日時 �10月3日㈫14時～16時
場所 �茅ヶ崎商工会議所
講師 �鈴木むつみさん（CS向上コンサルタント・トレーナー）
定員 �30人〈申込制（先着）〉
申込 �10月2日㈪までに☎で
問合 �茅ヶ崎商工会議所☎(58)1111

�人に伝わる文章の書き方講座
日時 �10月4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 �9月20日㈬～10月3日㈫に☎または勤労市民会館HPで
問合 �勤労市民会館☎(88)1331

�創業支援セミナー
日時 �10月4日㈬13時30分～16時30分、10月29日㈰10時～

13時・14時～17時、11月17日㈮13時30分～16時30分
(全4回)

場所 �茅ヶ崎商工会議所
定員 �20人〈申込制（先着）〉
申込 �9月29日㈮までに☎で（申込書（市役所産業振興課

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

32017年（平成29年）９月15日号
No.1078

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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で配布中。市HPで取得も可）を （86）6601または
souden@chigasaki-cci.or.jpも可）

ほか �費用5000円
問合 �茅ヶ崎商工会議所☎(58)1111

�
第4回創業・新事業進出フォーラム～情報セ
キュリティの講座とブース展示会

日時 �10月6日㈮13時30分～17時
場所 �藤沢商工会館(ミナパーク)6階多目的ホール（藤沢

市藤沢607-1）
内容 �基調講演「ハッカー文化とセキュリティビジネス」、

企業や大学研究者の取り組み紹介など
講師 �佐

さ

内
ない

大
だい

司
し

さん（アズビルセキュリティフライデー
㈱代表取締役社長）

ほか �詳細は湘南産業振興財団HP参照
問合 �湘南産業振興財団☎0466(21)3811

�
第62回畜産まつり～市内の乳牛を間近
で見よう

日時 �10月7日㈯10時～14時(荒天中止)
場所 �県立茅ケ崎里山公園
内容 �乳牛のコンテスト、子牛とのふれあい体験、豚汁・

地場野菜などの販売他
問合 �農業水産課農業担当

わかもの就職支援セミナー
①社会人力養成編②面接練習編

日時 �10月10日㈫①10時～13時②14時～17時
場所 �勤労市民会館
対象 �県内在住で39歳以下の方各30人〈申込制（抽選）〉
申込 �10月5日㈭までに☎で（氏名・年齢・電話番号、希望

日程を記入し、 045(548)9795または kanagawa-
　　wakamono@sigma-staff.co.jpも可）
問合 �かながわ若者就職支援センター事務局☎045（548）

9791、雇用労働課雇用労働担当

�
街頭労働相談会
働く上での問題解決のための相談

日時 �10月12日㈭12時～18時
場所 �茅ケ崎駅北口ペデストリアンデッキ
講師 �かながわ労働センター職員、社会保険労務士
問合 �雇用労働課雇用労働担当

�ワーク・ライフ・バランス講座
日時 �10月14日㈯9時30分～12時
場所 �勤労市民会館
定員 �20人〈申込制（先着）〉
申込 �9月20日㈬～10月13日㈮に☎または勤労市民会館HPで
問合 �勤労市民会館☎(88)1331

�女性のためのエクセル初級講座
日時 �10月16日～11月6日の毎週月曜日9時30分～12時

(全4回)
場所 �男女共同参画推進センターいこりあ
講師 �パソコンボランティア湘南
対象 �市内在住でローマ字入力ができる女性30人〈申込

制（先着）〉
申込 �9月15日㈮～☎で（市HPも可）
ほか �費用2000円（テキスト代）。Excel2007以上搭載の

パソコン持参（パソコン貸し出し1回300円、先着
12台）。託児6か月～未就学児10人〈申込制（先着）。
10月5日㈭まで〉

問合 �男女共同参画課男女共同推進担当☎(57)1414
企業連携講座「㈱アルバック工場見学～身近
な製品の開発に使用されている真空技術」

日時 �10月16日㈪14時30分～16時30分
場所 �㈱アルバック
対象 �20歳以上の方20人〈申込制（先着）〉
申込 �9月20日㈬～☎で
ほか �マイクロバスで送迎
問合 �文化生涯学習課生涯学習担当

�起業女子のための初めての確定申告講座
日時 �10月19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 �9月20日㈬～10月18日㈬に☎または勤労市民会館HPで
問合 �勤労市民会館☎(88)1331

50歳前後の就職支援講座～中高年のライ
フプランを設計

日時 �10月21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 �9月20日㈬～10月20日㈮に☎または勤労市民会館HPで
問合 �勤労市民会館☎(88)1331

約30事業所による戸塚・藤沢障害者合同
面接会

日時 �10月26日㈭13時～16時（開場12時30分）
場所 �秩父宮記念体育館（藤沢市鵠沼東）
申込 �10月6日㈮までに☎で
問合 �ハローワーク藤沢専門援助部門☎0466(23)8609

60歳以上の方の就職支援講座～リタイア
後の働きがいを探す

日時 �10月31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 �9月20日㈬～10月30日㈪に☎または勤労市民会館HPで
問合 �勤労市民会館☎(88)1331

短期労働講座①②知っておきたい労働法の最
新情報③人材確保のできる企業のポイント

日時 �①10月31日㈫②11月2日㈭③11月8日㈬いずれも18
時30分～20時30分

場所 �勤労市民会館
講師 �①②島田陽一さん（早稲田大学教授）③細川良

りょう

さん
（独立行政法人労働政策研究・研修機構研究員）

定員 �各回50人〈申込制（先着）。1回のみの受講可〉
申込 �いずれも開催日前日までに☎で（かながわ労働セ

ンターHPも可）
問合 �かながわ労働センター湘南支所☎0463(22)2711

市民参加・市民活動
�自転車のまち茅ヶ崎の「あす」を語ろう

日時 �10月6日㈮14時～16時30分
場所 �市役所分庁舎A・B会議室
講師 �内海潤さん(NPO法人自転車活用推進研究会事務局長)
定員 �70人〈当日先着〉
ほか �市民活動げんき基金補助事業
問合 �ちがさきサイクルライフ研究会☎080(3392)7914�山田

�市民の集い（市民集会)～海岸地区
日時 �10月7日㈯13時30分～
場所 �福祉会館
内容 �まちぢ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

健康
�エイズHIV抗体の検査（即日血液検査）

日時 �9月26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 �9月26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 �9月27日㈬、10月11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

�高齢者インフルエンザ予防接種
期間 �10月1日㈰～12月31日㈰
場所 �実施医療機関（市HP参照）
対象 �①接種日現在65歳以上の方（健康保険証など住所・

生年月日のわかるものを持参）②接種日現在60歳
～64歳で心臓、腎臓、呼吸器、または免疫の機能
障害で1級の身体障害者手帳を所持している方（身
体障害者手帳持参）

ほか �費用2000円（生活保護世帯は免除。生活保護受給
票・休日夜間受診票持参）

問合 �保健所健康増進課こども健康・予防接種担当☎
　　（38）3331

�
高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種の助成
対象の変更

　2019年4月より、高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種
の助成の対象が、年度末年齢で65歳の方のみとなりま
す。初めて接種する方で、現在年度末年齢65歳以上の
方は、2019年4月以降助成を受けることができません
のでご注意ください。
問合 �保健所健康増進課こども健康・予防接種担当☎
（38）3331

�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(10月)

プレママ教室 初めて母親になる方 2日㈪

ママサポ教室 初めて父親になる方と妻 14日㈯・16日㈪

離乳食講習会 4～6か月児をもつ保護者※ 5日㈭・26日㈭
1歳児の食事と歯の教
室

2016年10月・11月生まれの
子と保護者※ 23日㈪

※�第1子優先。対象の詳細はお問い合わせください

�
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 �10月2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

�
これからも健康で活動的に過ごすために
知っておきたい食事の基礎知識

日時 �10月11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
対象 �60歳以上の方20人〈申込制（先着）〉
申込 �10月6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

�食品衛生責任者養成講習会
日時 �10月18日㈬10時～17時
場所 �市役所本庁舎会議室2・3
対象 �栄養士、調理師、製菓衛生師などの資格を持って

いない方170人〈申込制（先着）〉
申込 �10月4日㈬10時～12時に保健所会議室で(県食品衛

生協会HPも可)
ほか �申し込み時に費用1万円(受講料)が必要
問合 �茅ヶ崎地区食品衛生協会☎(85)1098

�
アルコール教室～医師による講話・グループ
ディスカッション

日時 �10月18日㈬14時30分～16時
場所 �保健所第1会議室
対象 �アルコール問題を抱えている本人と家族〈申込制〉
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

文化・歴史
�
�日本文学朗読会�東

ひがし

直子作
「とりつくしま」より「ロージン」、「名前」

日時 �9月26日㈫11時～
場所 �ハスキーズギャラリー
講師 �椿

つばき

野
の

枝
え

さん、里村由実さん（朗読サロン「六花」）
ほか �費用500円（うち200円を市民活動げんき基金に寄付）
問合 �ハスキーズギャラリー☎（88）1811

��
市史講座「南湖院の医師たち」～結核療養所南湖
院で治療に尽力した医師たちの人物像と経歴

日時 �9月30日㈯10時～12時
場所 �太陽の郷（旧南湖院）博修館
講師 �大島英夫さん（茅ヶ崎市史編集員）
定員 �80人〈申込制（先着）〉
申込 �9月15日㈮～☎で
問合 文化生涯学習課市史編さん担当

��
市民大楽まなびーな
「石井抱

ほう

旦
たん

と創る宮沢賢治の世界」
日時 �10月12日㈭10時～12時
場所 �ハマミーナまなびプラザ会議室
講師 �青木照明さん（まなびの市民講師）
対象 �20歳以上の方25人〈申込制（先着）〉

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）９月15日号 No.1078

〈平成29年就業構造基本調査にご協力を〉　本調査は、国民の就業・不就業の状態を把握することで、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。9月下旬
から「調査員証」を携帯した調査員が調査の対象となった世帯に伺います。調査内容は、統計の作成以外の目的に使用することは一切ありません。� 【行政総務課統計担当】
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申込 �9月18日㈪～☎(87)0187青木へ
問合 文化生涯学習課生涯学習担当

�茅ヶ崎を彩った70人市史講座
場所 �市役所本庁舎会議室1
定員 �各日40人〈申込制（先着）〉
申込 �9月15日㈮～☎で
問合 �文化生涯学習課市史編さん担当
日程（10月） 内容 講師

7日
大正デモクラシーと茅ヶ崎町政 小

こ

風
かぜ

秀雅さん
（市史編集員長）

茅ヶ崎の戦後を担った政治家たち 栗田尚弥さん
（市史編集員）

14日
茅ヶ崎の文化人 柴田貴行さん

（市史編集員)
昭和初年の茅ヶ崎の教育者たち 加藤清さん

（市史編集員）

21日
小山房

ふさ

全
もち

と茅ヶ崎純水館 本宮一男さん
（市史編集員）

茅ヶ崎に集う映画人たち 加藤厚子さん
（市史編集員）

28日
南湖院をめぐる人びと 大島英夫さん

（市史編集員）
「茅ヶ崎を彩った70人」についての
ディスカッション 市史編集員6人

※�いずれも土曜日10時～12時

�市民文化祭～短歌大会作品
対象 �市内在住・在勤・在学の方
申込 �9月30日㈯(消印有効)までにはがきに未発表の雑

詠1首、住所・氏名・電話番号を記入し、〒253-0021
浜竹2-2-13青木君子へ

ほか �10月21日㈯13時～16時に図書館で発表
問合 �茅ヶ崎市文化団体協議会短歌部会☎(85)7137真

しん

後
ご

�市民文化祭～写真展作品
対象 �市内在住・在勤・在学の方、市内カメラクラブ会員
申込 �11月30日㈭に作品(テーマ自由)と申込書(9月21日

㈭～市役所文化生涯学習課、各公民館などで配布)
を市民ギャラリー展示室へ持参(1人1点。組み写
真不可）

ほか �費用500円。12月1日㈮～3日㈰に市民ギャラリー
展示室で展示

問合 �茅ヶ崎市文化団体協議会写真部会☎(85)2074渡邊

福祉
�
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・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（10月） 時間 場所
3日㈫ 10時～12時 パルバル湘南スポーツクラブ※

4日㈬
14時～16時 青少年会館
14時～16時 福祉会館

5日㈭ 10時～12時 茅ヶ崎地区コミュニティセンター※
6日㈮ 10時～12時 小和田公民館

8日㈰ 9時30分～
11時30分 汐見台パシフィックステージ※

10日㈫ 14時～16時 ハマミーナまなびプラザ体育室※
11日㈬ 10時～12時 鶴嶺西コミュニティセンター

12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

15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※

17日㈫ 10時～12時 萩園いこいの里
18日㈬ 10時～12時 小和田地区コミュニティセンター※
19日㈭ 14時～16時 鶴が台団地集会所※

20日㈮
10時～12時 香川公民館
14時～16時 香川公民館
14時～16時 高砂コミュニティセンター

24日㈫ 10時～12時 コミュニティセンター湘南

25日㈬
10時～12時 浜須賀会館
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

26日㈭ 10時～12時 しおさい南湖

27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※

※印の会場は上履きを持参

�
市役所で職場体験の募集～印刷、PC入力
などの事務

日時 �①10月23日㈪～11月2日㈭②11月13日㈪～24日㈮
いずれも9時～15時

対象 �市内在住で就労を目指す障害者の方2人〈申込制

（選考）〉
申込 �9月29日㈮までに申込書・自己チェックシート（市

役所障害福祉課で配布中）を持参
ほか �10月5日㈭に個別面談で選考。報酬なし
問合 �障害福祉課障害者支援担当

�
元気に歩いて郷土の歴史を再発見
茅ヶ崎東部小和田・室田の寺社を巡る

日時 �10月11日㈬8時50分～12時30分
対象 �市内在住で60歳以上の方20人〈申込制（先着）〉
申込 �9月15日㈮9時～申込書(老人福祉センター、各地区の

コミュニティセンターで配布中。茅ヶ崎市社会福祉
協議会HPで取得も可)を老人福祉センターへ持参

ほか �ちがさき丸ごとふるさと発見博物館の会ガイド付き
問合 �老人福祉センター☎(85)3536

�
家族介護教室～「食」の先生による元気講座
講義と介護食の試食・とろみをつける体験

日時 �10月11日㈬13時30分～15時30分
場所 �小和田地区コミュニティセンター
講師 �宮城島宏さん（松林ケアセンター管理栄養士）
対象 �市内在住の方20人〈申込制(先着)。介護している方

優先〉
申込 �開催日前日までに☎で
問合 �小和田地区地域包括支援センター青空☎(55)2360

�
神奈川県手話推進計画�手話講習会～聴覚
障害者への理解や支援、あいさつなど

日時 �10月16日㈪14時～16時
場所 �市役所分庁舎コミュニティホール集会室2
対象 �県内在住の方70人〈申込制(先着)〉
申込 �10月10日㈫(必着)までに講習会名、氏名・電話番

号を記入し、 82(5157)または shoufuku@city.
chigasaki.kanagawa.jpで（☎も可）

問合 �障害福祉課障害福祉推進担当

�
家族介護教室「やさしい公園体操～運動が
苦手な方も遊びながら体力アップ」

日時 �10月30日㈪14時～16時
場所 �ハマミーナまなびプラザ体育室
講師 �西城眞人さん（体力つくり指導協会）
対象 �介護している家族など20人程度〈申込制(先着)〉
申込 �10月2日㈪～25日㈬に☎で
ほか �運動しやすい服・靴着用。上履き持参
問合 �湘南地区地域包括支援センターすみれ☎(84)6321

�
「いきいき脳の健康教室」で認知症予防！
読み・書き・計算で脳のトレーニング

日時 �11月～30年3月（11月23日、12月28日を除く）の毎
週木曜日①10時15分～10時45分②11時～11時30分
③13時30分～14時④14時15分～14時45分（初回は
①②9時30分～③④13時30分～。最終日は①～④9
時30分～11時30分）

場所 �茅ヶ崎市シルバー人材センター
対象 �市内在住でおおむね65歳以上の方で、1人で教室

に通うことができ、認知症の診断を受けていない
方。毎週教室への参加と毎日10分程度の自宅学習
が可能な方各16人〈申込制（抽選）〉

申込 �10月13日㈮までに☎で(申込書（市役所高齢福祉介
護課などで配布中。市HPで取得も可）を持参も可)

ほか �費用1万800円（月額2160円×5か月分）
問合 �高齢福祉介護課生きがい創出担当

�第26回ヨコハマハンディテニス大会
日時 �11月23日㈭9時～17時（雨天延期12月9日㈯）
場所 �三ツ沢公園テニスコート（横浜市神奈川区）（雨天

時は本牧市民公園テニスコート（横浜市中区））
対象 �障害者と障害者とペアを組む健常者〈申込制。1人

での申し込みも可〉
申込 �10月6日㈮までに☎で（住所・氏名・連絡先を記入

し、 freewe11-r.m@kih.biglobe.ne.jpも可）
ほか �費用1人2500円（昼食希望者は1個830円別料金）
問合 �☎090(1407)7587モラレス・由井マリー

スポーツ
�健康ソフトボール体験教室～初心者歓迎

日時 �9月22日、10月6日・13日いずれも金曜日11時～13時
場所 茅ヶ崎公園野球場
対象 �18歳以上の方
ほか �グローブがあれば持参
問合 �茅ヶ崎総合型スポーツクラブ「YOU・悠」☎(86)7020

緒方

�
テニスフェスタ2017inさむかわ～プロ車いすテニス
選手のデモンストレーション・車いすテニス体験他

日時 �9月30日㈯14時～17時
場所 �寒川総合体育館（寒川町宮山275）
ほか �未就学児は保護者同伴。体験希望者は室内履き持参
問合 �寒川町健康・スポーツ課☎(74)1111

�
市民健康マラソン大会関連事業
マラソンカード～100㎞を走り抜こう

期間 �10月1日㈰～31日㈫

対象 �市内在住の小学生
申込 �11月6日㈪までにマラソンカード(総合体育館内ス

ポーツ推進課で配布中。市HPで取得も可)に記録
したものを持参

ほか �マラソンカード提出者に認定証を発行
問合 �スポーツ推進課推進担当☎（82）7136

�10月1日㈰～31日㈫は県民スポーツ月間
　県民スポーツ月間に合わせ、各地区体育振興会の主
催による体育祭（下表参照）が開催されます。
問合 �スポーツ推進課推進担当☎（82）7136
地区 日時 場所

茅ヶ崎南 9月24日 9時30分～ 茅ヶ崎小学校
香川 10月1日 8時30分～ 香川小学校
浜須賀 10月1日 9時～ 浜須賀小学校
西浜 10月8日 9時～ 西浜小学校
松林 10月8日 8時30分～ 赤羽根中学校
小出 10月8日 9時～ 小出小学校
鶴が台 10月8日 9時～ 鶴が台小学校
浜見平 10月8日 9時～ 浜見平団地中央グラウンド
鶴嶺 10月8日 9時～ 鶴嶺中学校
東海岸 10月8日 9時30分～ 東海岸小学校
梅田 10月8日 9時30分～ 梅田中学校
松浪 10月8日 9時～ 松浪小学校
湘南 10月15日 9時～ 柳島小学校
※�いずれも日曜日

�2017さむかわスポーツデイ
日時 �①10月7日㈯②10月9日㈪③10月15日㈰いずれも10

時～15時
場所 �①寒川町民センターホール(寒川町宮山)②田端ス

ポーツ公園親水広場(寒川町田端)③寒川総合体育
館・さむかわ中央公園(寒川町宮山)

内容 �①湘南オープンボディビル・フィットネス大会の
観覧②相模川カヌー体験③体力測定・3BY3(バス
ケットボール教室)・ブラインドサッカー体験など

申込 �①9月29日㈮まで寒川町健康・スポーツ課で観覧
チケットを配布(先着100人)②当日受付(小学4年生
以下は保護者同伴)③一部事前申し込みあり

ほか �②費用800円③一部有料
問合 �寒川町健康・スポーツ課☎(74)1111

�
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 �①10月14日㈯9時～9時45分・9時45分～10時30分、
10月16日㈪18時～18時45分・18時45分～19時30分
②10月8日㈰18時～19時、10月24日㈫9時30分～10
時30分

対象 �15歳以上の方各回30人〈申込制(先着)。中学生不可〉
申込 �10月1日㈰～①8時30分～②9時～各施設窓口へ
問合 �総合体育館☎(82)7175、屋内温水プール☎(84)1144

�
新体力テスト～自分の体力を確認して
みませんか

日時 �①10月14日②10月21日③10月28日いずれも土曜日
10時～11時30分

場所 �①今宿小学校②香川小学校③松林小学校
対象 �市内・寒川町に在住・在勤・在学で20歳以上の方

各30人〈申込制(先着)〉
申込 �①10月11日まで②10月18日まで③10月25日までの

いずれも水曜日17時までに☎で（土・日曜日、祝
日を除く）

問合 �スポーツ推進課推進担当☎（82）7136

�生涯スポーツ～インディアカ教室
日時 �10月14日㈯・21日㈯いずれも19時～21時
場所 �総合体育館
定員 �20人〈申込制(先着)〉
申込 �9月15日㈮～10月13日㈮に☎で(氏名・電話番号を

記入し、 (88)6007も可)�
問合 �茅ヶ崎インディアカ協会☎(88)6007森元

�
茅ヶ崎万歩クラブ～小川アメニティを
歩く（約11㎞）

日時 �10月15日㈰9時～
ほか �費用500円(入園料などは別途)。JR根岸線港南台駅

集合・京浜急行線金沢文庫駅解散。詳細は市HP参照
問合 �茅ヶ崎万歩クラブ☎090(2497)8972石田

�
市総合体育大会�陸上競技
一般・中学生・小学生の部

日時 �10月22日㈰8時～(予備日10月29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・在学で小学3年生以上の方また

は茅ヶ崎陸上競技協会登記登録者〈申込制〉
申込 �9月19日㈫～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

�太極拳初心者講習会
日時 �10月24日㈫～27日㈮9時30分～11時30分(全4回)
場所 �総合体育館

市HPから市長へ直接メールを送ることができます
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　パソコンは少しかじった程度でしたが、早期退職をしたタイミン
グでパソコン教室に通い始め、パソコン検定2級などの資格を取得
しました。その後、量販店に再就職し、パソコン売場で販売をして
いました。現役引退後にシルバー人材センターに入会してからは、
経験を生かして、ケーブルテレビの加入者向けにタブレット教室の

講師の仕事をしています。また、主に70～80代の方を対象にメールや写真の操作など
を教えるパソコンの家庭教師もしています。
どんなことにやりがいを感じますか
　パソコンの電源を入れるところから始めて、初心者の方でも最初から説明すれば、少
しずつ使えるようになります。80代の方が、娘さんの住む北海道に旅行に行くことを
きっかけに、行程表や泊まるホテルの情報をメールでやりとりできるようになったんで
すよ。お礼を言われることもあり、教えがいがあります。趣味も兼ねて楽しく活動して
いるので、疲れを感じませんね。

第5回は市
いち
成
なり
隆
たか
光
みつ
さん(60代幸町在住)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】

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

仕事・ボランティア
などの活動を紹介

生涯現役
応援窓口

みなさんの⼒を必要としている場がたくさんあります

【ちがさき市民活動サポートセンター☎(88)7546】

ハマミーナでの手話教室

　「一人ぼっちのろう者(聴覚障害者)をなくし、助け合える仲間
の輪を広げよう」という思いで活動しています。市内に住む聴
覚障害者の方が暮らしやすくなるよう、手話指導と手話通訳者
の育成にも取り組んでいます。

手話で言葉をさらに豊かに

　手話は耳に頼らずにコミュニケーションをとる聴覚障害者のための言語です。現
在の会員数は聴覚障害者を中心に約40人で、年齢層は幅広く、アットホームな雰
囲気で手話を使ってにぎやかにおしゃべりしています。他の手話サークルとの交
流、小中学校や公民館などが主催する講座への講師派遣、耳の不自由な高齢者宅
への見守り訪問の他、スポーツや教養講座などのイベントも行っています。
　また、毎年2月に開催される「さぽせん☆ワイワ
イまつり」では、手話体験や手話での絵本の読み
聞かせコーナーを設けるなど、より多くの方に手
話を知ってもらい、理解を深めてもらう機会を大
切にしています。聴覚に障害がある方、手話を学
びたい方、お気軽にご連絡ください。

茅ヶ崎市聴覚障害者協会　問合　湊里香 (88)6069、 rika.m1025@gmail.com

茅ヶ崎市聴覚障害者協会

代表の湊
みなと

弘志さん

対象 �市内在住・在勤・在学で初心者の方20人〈申込制(先着)〉
申込 �10月15日㈰までに☎で(住所・氏名・電話番号を

記入し、 (86)9648も可)
ほか �費用1000円(当日支払い)。上履き持参
問合 �茅ヶ崎太極拳協会☎(86)9648深井

�市総合体育大会�ゲートボール競技の部
日時 �10月26日㈭8時～（予備日11月2日㈭）
場所 �円蔵スポーツ広場
対象 �市内在住・在勤・在学で5～8人以内で編成された

チーム〈申込制〉
申込 �10月6日㈮(必着)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〒253-
0004甘沼697-1沼上明へ

問合 �スポーツ推進課推進担当☎（82）7136
市民わくわくテニス大会（硬式テニス)
初心者も参加しやすい和やかな交流の場

日時 �10月27日㈮8時30分～16時30分
場所 �茅ヶ崎公園庭球場
対象 �市内在住・在勤・在学の方64人〈申込制(先着)。1

人での参加も可〉
申込 �9月15日㈮～25日㈪に☎で（住所・氏名・電話番号を

記入し、 takako-m38@jcom.home.ne.jpも可）
ほか �費用1人1000円(半日600円)
問合 �NPO法人バク・アップ・ネット☎(58)3092渡辺

秋の市民ハイキング～高
たか

水
みず

三
さん

山
ざん

（東京都
青梅市）を歩く

日時 �10月29日㈰7時～
対象 �小学生以上の方40人〈申込制(先着)。小学生は保

護者同伴。最低催行人数20人〉
申込 �10月21日㈯までに☎で(住所・氏名・生年月日・電

話番号を記入し、 (75)2635または antonio@
jcom.home.ne.jpも可)

ほか �費用1500円(小学生500円)。JR茅ケ崎駅改札集合。�
現地までの交通費は別途自己負担

問合 �茅ヶ崎山岳協会☎(75)2635�池田

�第37回茅ヶ崎家庭婦人ソフトテニス大会
日時 �11月2日㈭9時�(予備日11月9日㈭)
場所 �茅ヶ崎公園庭球場
対象 �市内在住・在勤で既婚または30歳以上の女性ペア

30組〈申込制(先着)〉
申込 �10月4日㈬(必着)までにはがきに住所・氏名・年齢・

電話番号を記入し、〒253-0072今宿247-1戸塚久美
子へ

ほか �費用1組2000円(当日支払い)
問合 �茅ヶ崎ソフトテニス協会�☎(58)7564戸塚

�
レディースバドミントン大会
ダブルス戦

日時 �11月17日㈮9時～
場所 �総合体育館
対象 �市内在住・在勤・在学で22歳以上の女性または茅ヶ

崎市レディースバドミントン連盟に所属している
ペアの方〈申込制〉

申込 �9月15日㈮～10月6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 �費用1組300円
問合 �スポーツ推進課推進担当☎(82)7136

�市民健康マラソン大会
日時 �11月19日㈰8時～
場所 �円蔵中学校
内容 �①小学1・2年生1.5㎞②小学3～6年生3㎞③中学生

男子5㎞・女子3㎞④高校生男子5㎞・女子3㎞⑤一
般5㎞⑥ファミリー1.5㎞⑦ふれあい（障害のある
方。伴走者を希望の方は要相談）1.5㎞

対象 �市内在住・在勤・在学の方(寒川地区の中学生・
寒川高校在学生含む）

申込 �9月19日㈫～10月31日㈫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

�市総合体育大会�空手道競技
日時 �11月19日㈰9時～
場所 �総合体育館
対象 �市内在住・在勤・在学の方、または茅ヶ崎空手道

連盟の加盟団体所属の方
申込 �10月13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
ほか �費用1人2000円
問合 �スポーツ推進課推進担当☎（82）7136

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で、週3日または週5日、原則

8時30分～15時(年間約185日)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

�
海岸青少年会館の臨時職員
夜間管理業務員

日時 �若干名
対象 �18歳以上の方（高校生不可）
待遇 �時給930円
採用 �2019年3月までの登録とし、欠員時に選考して雇用
申込 �☎後、申込書（9月15日㈮～海岸青少年会館で配布。

市HPで取得も可）を本人が持参

ほか �申込時に面接を実施
問合 �海岸青少年会館☎(85)0942

�
茅ヶ崎市特別支援教育相談員
特別支援教育相談

内容 �市立小・中学校に通う特別な配慮が必要な児童・
生徒と保護者、教員からの相談対応や助言

人数 �若干名
対象 �臨床心理士の資格を有し、発達障害などへの専門

性がある方
待遇 �原則月～金曜日9時～17時の7時間勤務。年間144

日程度。日額2万3000円
採用 �2018年4月1日～2019年3月31日（更新可）
申込 �10月2日㈪～16日㈪に申込書（市役所学校教育指導

課で配布中。市HPで取得も可）を本人が持参
ほか �申込時に面接日（10月中）を指定、小論文試験実施
問合 �学校教育指導課指導担当

�農業委員会委員を任命
　農業委員会等に関する法律の改正に基づく農業委員
会の新制度移行にあたり、議会の同意を得て、次の14
人が農業委員会委員に任命されました。（敬称略）
阿
あ

部
べ

富
ふ

美
み

（51歳）、石
いし

井
い

政
まさ

幸
ゆき

（65歳）、市
いし

川
かわ

達
たつ

夫
お

（68歳）、
川
かわ

口
ぐち

武
たけ

基
き

（50歳）、齋
さい

藤
とう

和
かず

子
こ

（68歳）、髙
たか

橋
はし

昭
あき

弘
ひろ

（76歳）、
高
たか

橋
はし

宗
そう

一
いち

（63歳）、常
とき

盤
わ

良
よし

夫
お

（76歳）、野
の

中
なか

清
きよし

（64歳）、原
はら

田
だ

勝
かつ

幸
ゆき

（60歳）、平
ひら

牧
まき

比
ひ

佐
さ

雄
お

（72歳）、廣
ひろ

瀬
せ

康
やす

男
お

（77歳）、
吉
よし

田
だ

恵
けい

子
こ

（60歳）、和
わ

田
だ

光
みつ

男
お

（66歳）
問合 �職員課人材育成担当

�農地利用最適化推進委員を委嘱
　農業委員会等に関する法律の改正に基づく農業委員
会の新制度移行にあたり、農地利用最適化推進委員に
は農業委員会の承認を得て、次の5人が委嘱されまし
た。（敬省略）
飯
いい

嶌
じま

瑞
みず

樹
き

（51歳）、生
おい

川
かわ

仁
ひとし

（59歳）、小
こ

嶋
じま

敏
とし

夫
お

（76歳）、坪
つぼ

田
た

稔
みのる

（62歳）、永
なが

野
の

晃
あきら

（61歳）
問合 �農業委員会事務局総務担当

寄付
〈市へ〉丹阿弥丹波子＝版画▷表康子＝絵画▷亀井工業
株式会社＝1000万円▷廣田アサ＝100万円▷ちがらじ
＝3582円▷茅ヶ崎美術家協会＝画集
〈緑のまちづくり基金へ〉下原勝憲＝1万円▷国際ソロ
プチミスト茅ヶ崎＝10万円▷山田秀夫＝1万円▷星野
智＝1万円▷ＦＶイーストジャパン株式会社海老名営業
所＝2万1139円▷募金箱寄付金＝10万3118円▷大川隼
人＝2万円▷上野陽子＝1万円▷ダイドービバレッジ
サービス株式会社＝5万705円▷湘南新聞販売株式会社
＝10万円▷茅ヶ崎0467＝3770円▷アルバックテクノ株
式会社総務課＝1万5784円▷湯地定裕＝2万円▷公益社
団法人神奈川県宅建協会湘南支部＝3万円▷湘南動物
愛護会＝3万円（敬称略）

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 9月28日㈭12時～16時

￥シニアのためのミニ講座 遊々クラブ
は じ め て の ト ー ル ペ イ ン ト

日時 10月7日㈯9時30分～12時
定員 12人〈申込制（先着）〉
申込 9月22日㈮まで

おはなしコンサート～音と言葉の
パフォーマンス（ミニシアター他）

日時 10月14日㈯10時30分～
定員 100人〈当日先着〉

￥ 鎌 倉 歴 史 散 策
鎌倉幕府滅亡の地を巡る

日時 10月20日㈮10時～
定員 20人〈申込制（先着）〉
申込 9月21日㈭～
ほか �鎌倉生涯学習センター前（鎌倉市小

町）集合

子育てしながらウクレレマスター
日時 �10月5日～26日の毎週木曜日13時30

分～（全4回）
対象 �6か月～未就学児と保護者12組〈申込

制（先着）〉
ほか ウクレレ無料貸し出しあり

￥つるみね健康レストラン
簡 単！ 新 感 覚 豆 料 理

日時 10月6日㈮9時30分～14時
定員 18人〈申込制（先着）〉

つるみねオープンサークル
ス ポ ー ツ 吹 矢 鶴 嶺

日時 �10月21日㈯・28日㈯いずれも13時30
分～15時30分（全2回）

定員 20人〈申込制（先着）〉
ロコモティブシンドローム
予 防 体 操

日時 10月24日㈫10時～11時30分
定員 20人〈申込制（先着）〉

肩こり・腰痛・膝痛改善体操
日時 10月27日㈮10時～11時30分
定員 20人〈申込制（先着）〉

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

ひだまり（子育てサポート）
日時 �9月22日㈮、10月13日㈮いずれも10

時～14時
￥身の回りの物でできる
バ ラ ン ス ゲ ー ム 作 り

日時 10月14日㈯10時～12時
対象 小20人〈申込制（先着）〉
申込 9月20日㈬～

絵 本 と お 話 の 時 間
日時 10月14日㈯11時～11時40分

卓 球 開 放
日時 10月14日㈯13時～16時

￥ 筍
たけのこ

矢
や

流
りゅう

おばんざい料理教室
日時 10月15日㈰10時～14時
定員 15人〈申込制（先着）〉
申込 9月22日㈮～

健康講演会～在宅介護に困ったら
日時 10月18日㈬13時30分～15時
定員 60人〈当日先着〉

￥ハロウィンのお菓子を作ろう
日時 10月21日㈯10時～12時
対象 小20人〈申込制（先着）〉
申込 9月22日㈮～

高
こ

麗
ま

山
や ま

ハ イ キ ン グ と
湘南平散策（平塚市万田）

日時 11月4日㈯9時～15時
対象 小15人〈申込制（抽選）〉
申込 10月3日㈫～11日㈬

庭木イキイキ剪
せ ん

定
て い

教室
日時 11月5日㈰10時～16時30分
定員 10人〈申込制（先着）〉
申込 10月15日㈰～

➡

申込すべて9月16日㈯～

➡

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

シネマ松林①「自転車泥棒」②「哀愁」
日時 �①9月16日㈯13時30分～16時②10月

14日㈯9時30分～12時
松 林 う た ご え 広 場

日時 9月17日㈰10時～12時
子 育 て ホ ッ と 広 場

日時 9月27日㈬10時～11時30分
￥ぴよぴよアトリエ～にぎにぎ
ま き ま き お べ ん と う づ く り

日時 10月4日㈬10時30分～12時
対象 �1歳～未就園児と保護者10組〈申込制
（抽選）〉

申込 9月20日㈬～28日㈭17時まで
子どもおはなし会～小さい子向け

日時 10月7日㈯11時～11時40分
￥ままのLet’sチャレンジ！
Ｆ

フ ァ ン

ｕｎＦ
フ ァ ン

ｕｎリトミック
日時 10月11日㈬10時30分～12時
対象 �6か月～2歳の子と保護者12組〈申込

制（抽選）〉
申込 9月21日㈭～10月4日㈬17時まで

￥ 楽 し い Ｉ Ｔ 講 座
エ ク セ ル 初 級 講 座

日時 �10月17日㈫・18日㈬・24日㈫・25日㈬
いずれも9時30分～12時（全4回）

定員 20人〈申込制（先着）〉
申込 9月21日㈭～

秋 の 山 野 草 展
日時 10月21日㈯・22日㈰9時30分～16時
ほか 展示品の解説会10月22日㈰13時～

サークル体験～ボランティア
日時 9月28日㈭15時～17時
定員 10人〈申込制（先着）〉

￥ 簡 単 で 美
お

味
い

し い
介護食を作ってみよう！

日時 10月3日㈫10時～14時
定員 15人〈申込制（先着）〉
ほか 託児6か月～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！歌って健康づくり

日時 10月5日㈭9時～10時
講師 鳩の会
定員 20人〈当日先着〉

ちびっこ広場～みんなで歌おう、
リトミック、パネルシアター他

日時 10月11日㈬10時～11時30分
対象 乳幼児と保護者

￥歴史散策～鶴岡八幡宮と
国指定史跡「永福寺」を訪ねて

日時 10月18日㈬8時40分～（荒天延期19日㈭）
講師 鴨志田聡

さとし

さん（元松浪小学校教頭）
定員 20人〈申込制（先着）〉
申込 9月18日㈪～10月17日㈫17時まで

成年後見ってなぁに？
日時 10月19日㈭10時～12時
講師 成年後見支援センタースタッフ
定員 20人〈申込制（先着）〉
申込 9月20日㈬～
ほか 個別相談3人〈申込制（先着）〉

ママといっしょにベビーダンス！
日時 10月26日㈭10時30分～12時
講師 �木村理恵さん（日本ベビーダンス協

会インストラクター）
対象 �首のすわった乳児～2歳の子と保護

者20組〈申込制（先着）〉
申込 9月28日㈭～
ほか �託児2歳～未就学児10人〈申込制（先

着）〉
食事と健

けん

口
こう

講座～栄養とお口のケアで
ハ ツ ラ ツ お と な ラ イ フ

日時 10月31日㈫10時～11時30分
場所 松浪コミュニティセンター

➡
申込すべて9月15日㈮～

➡

講師 管理栄養士、歯科衛生士
定員 40人〈申込制（先着）〉
申込 9月26日㈫～

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

￥バスで行く大宮・鉄道博
物館（埼玉県さいたま市）

日時 10月21日㈯8時30分～17時
対象 �小 ～ 高 と保護者19人〈申込制（抽

選）〉
申込 9月15日㈮～23日㈯

￥わたしもねんどパティシエ
樹 脂 粘 土 で ケ ー キ 作 り

日時 10月14日㈯13時30分～16時
対象 �小～30歳の方15人〈申込制（先着）。

小2年生以下は保護者同伴〉
￥秋を感じるイタリアン

日時 10月21日㈯10時30分～14時30分
場所 男女共同参画推進センターいこりあ
対象 小・中と保護者24人〈申込制（先着）〉

青少年会館に人形劇がやってくる
日時 10月29日㈰13時30分～15時
対象 �小以下30人〈申込制（先着）。小3年生

以下は保護者同伴〉
￥ ち ぎ り 絵 教 室

日時 11月12日㈰13時30分～15時30分
対象 �小・中15人〈申込制（先着）。小3年生

以下は保護者同伴〉

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

￥ お も し ろ 工 作 教 室７
カラフル紙コップと分光万華鏡を作ろう

日時 10月14日㈯10時～12時
対象 小・中12人〈申込制（先着）〉
申込 9月16日㈯～

ちがさき発見こども探検隊
高
た か

砂
す な

緑 地 編
日時 10月14日㈯10時～12時
対象 小3～6年生15人〈申込制（先着）〉
申込 9月21日㈭～

社会見学「かきざわ牧場（甘沼）」の乳牛
を見に行こう！子ウシと搾乳体験

日時 10月11日㈬12時20分～15時30分
対象 小・中19人〈申込制（先着）〉
ほか マイクロバスで送迎

親子でピアノの連弾を楽しもう
日時 �10月29日、11月5日・12日いずれも日

曜日9時30分～12時（全3回。各回1組
30分）

場所 福祉会館
対象 小と保護者5組〈申込制（先着）〉

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

かがわこもれびプラザ
①かみしばい広場②将棋の広場

日時 �9月23日㈯①13時30分～14時②13時
30分～15時30分

対象 幼児～中
かめさんのおうち～フリースペース

日時 9月27日㈬10時～13時
対象 未就学児までの親子

あ そ び の 広 場
「木のおもちゃをつくろう」とお話会

日時 10月7日㈯13時30分～15時
対象 小以下15人〈当日先着〉

卓 球 開 放
日時 10月13日㈮15時～17時
対象 小以上の方

講座・上映会「夢は牛のお医者
さん」～あなたの夢ってなに？

日時 10月15日㈰13時30分～16時
定員 50人〈申込制（先着）〉
申込 9月15日㈮～

➡

申込すべて9月24日㈰～

➡

➡

申込すべて9月20日㈬～

➡

ズ ン バ で ダ イ エ ッ ト
日時 10月24日㈫10時～11時
定員 15人〈申込制（先着）〉
申込 9月26日㈫～

み ん な の 経 済 教 室
経済データの見方と使い方

日時 11月12日㈰13時～15時
定員 25人〈申込制（先着）〉
申込 10月1日㈰～

笑顔になれる育児講座①イヤイヤ
期の接し方②頭を賢くする食育

日時 �①11月14日㈫②11月21日㈫いずれも
10時～12時

講師 �加藤尚子さん（NPOまちかど保健室
理事）

定員 20人〈申込制（先着）〉
申込 10月14日㈯～
ほか 託児3か月～8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 �①10月7日・14日・28日いずれも土曜
日15時～②10月11日㈬・25日㈬いず
れも15時～③10月18日㈬10時30分～
（受付10時～）
映画会①一般向け「私は告白する」

（日本語字幕入り）②子ども向け「裸の王様」
日時 10月14日㈯①9時30分～②14時～

大 磯 文 学・ 歴 史 散 歩
① 講 座 ② 文 学 散 歩

日時 �①10月15日㈰・16日㈪9時30分～11
時30分（全2回）②10月17日㈫・18日
㈬9時30分～15時（いずれか1日選択）

講師 島津勝昭さん（文芸評論家）
定員 60人〈申込制（先着）〉
申込 10月1日㈰～
ほか 10月16日は講座のみ実施

茅ヶ崎の民話上演「女
め

護
ご

が 石 」、「 子 育 て 地 蔵 」
日時 10月21日㈯14時～

￥楽しいフラワーデザイン
ク リ ス マ ス リ ー ス

日時 10月24日㈫10時～12時
講師 吉澤光代さん（まなびの市民講師）
定員 15人〈申込制（先着）〉
申込 10月4日㈬～

￥ 版 画 講 座「 年 賀 状 」
日時 �10月25日㈬、11月1日㈬いずれも9時

30分～12時
講師 �ナカムラケイイチさん（まなびの市

民講師）
定員 10人〈申込制（先着）〉
申込 9月20日㈬～

講演会「江戸庶民の笑いと文学」
日時 10月29日㈰14時～15時30分
講師 中山尚

ひさ

夫
お

さん（東洋大学文学部教授）
定員 40人〈申込制（先着）〉
申込 9月15日㈮～

映画会「ムーミンパパの思い出」
日時 10月14日㈯14時～

おはなし会～小さい子向け
日時 10月21日㈯14時～

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

￥ペペ・アロハ！ 0歳からの
親 子 鑑 賞 会

日時 �①9月28日㈭10時30分～11時30分②9
月30日㈯10時～11時③9月30日㈯14
時～15時

講師 �冨田めぐみさん（NPO法人赤ちゃんか
らのアートフレンドシップ協会）

対象 �①②未就学児と保護者30人③未就学
児～小と保護者30人〈いずれも申込
制(先着)〉

申込 9月10日㈰～

➡

問合すべて図書館香川分館☎（51）4946

➡

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

10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）9月15日号
No.1078



主な施設の の休館日10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 2日・10日・16日・23日・30日

図書館本館 2日・10日・16日・19日・23日・30日
図書館香川分館 2日・10日・16日・19日・23日・30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 2日・10日・11日・16日・23日・30日
ちがさき市民活動サポートセンター 18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 1日・8日・15日・22日・29日
勤労市民会館 23日

開高健記念館、茅ヶ崎ゆかりの人物館 1日～13日（展示品入れ替えのため）
16日～19日・23日～26日・30日・31日

相　談　名 日　時　・　場　所
市民相談 月～金 8 時30分～17時

市
　民
　相
　談
　課

予
　
　
　
　約
　
　
　
　制

行政相談 第2・4水 13時～15時
市民安全相談／交通事故相談／防犯相談 月～木 9 時～17時
建築紛争相談 第3水 10時～16時
法律相談（同じ内容は1人1回のみ） 火・木 10時～15時30分
人権相談 第2金、第4火 13時～16時
税務相談 第1・3水、第4木 13時～16時
公証相談（遺言、大切な契約など） 第2月 13時～16時
不動産相談 第1・3金 13時～16時
分譲マンション管理相談 第2金 13時～16時

司法書士相談（不動産、商業登記など）
第2火 13時～16時
第2金 13時～16時　寒川町役場町民相談室☎（74）1111

暮らしと事業の相談（相続手続きなど） 第4月 13時～16時
多重債務法律相談 第1月、第2水、第4金 13時15分～16時15分
多重債務相談 月～金 8 時30分～17時

犯罪被害者等支援相談
職員 月～金 8 時30分～17時
ピア神奈川 第1・3水 10時～16時

消費生活相談
月～金 9 時30分～16時（消費生活センター）

月・木 10時～16時（受付は15時まで）
寒川町役場消費生活相談室☎（74）1111

予
約
制

消費生活法律相談 第2金 13時～16時（消費生活センター）

家計あんしん相談 第1・3木 11時～11時50分、13時15分～16時5分
（消費生活センター）

発明相談 第3金 13時～16時　市民相談室（受付＝産業振興課商工業振興
担当）

生活自立相談 月～金 8時30分～17時　生活自立相談窓口（分庁舎2階）

がんの相談 月～金 8時30分～17時　市立病院がん相談支援センター
市立病院☎（52）1111

相 談 窓 口 一 覧

　湘南パスポートセンターでは、茅ヶ崎市・藤沢市・寒
川町在住の方のパスポート申請と交付を行っています。
本籍と住民登録が茅ヶ崎市・藤沢市・寒川町にある方は、
申請に必要な戸籍証明書も取得できます。パスポートの
申請手続きにご利用ください。

【湘南パスポートセンター☎0466（31）2300】

湘南パスポートセンターをご利用ください

受付時間　9時～ 16時45分
　・申請　月～金曜日
　・交付　月～金・日曜日
　　　　　日曜日は交付のみ

※ いずれも祝日（ただし、
日曜日と重なった場合
は交付のみ）、年末年
始を除く

所在地　　藤沢市辻堂神台2－2－1
　　　　　アイクロス湘南3階

駐車場はありません。
公共交通機関をご利用
ください 至茅ケ崎 至藤沢

駅前広場

Luz湘南辻堂
テラスモール湘南

神台公園
（シークロス公園）

法務局

JR辻堂駅
北口

湘
南
パ
ス
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー

（
ア
イ
ク
ロ
ス
湘
南
３
階
）

(飼育動物死体処理手数料) 環境事業センター業務担当☎(57)0200

(事業系・家庭系一般廃棄物処理手数料)　環境事業センター管理担当☎(58)4299

10月1日㈰
から

一般廃棄物処理手数料の一部を改定

飼育動物死体処理手数料、環境事業センターに直接搬入（持込）される事業系・
家庭系一般廃棄物処理手数料を10月1日から改定します。

環境への配慮を目的とした灰の再資源化費用、老朽化している焼却処理施設・粗
大ごみ処理施設の修繕費用などが増加しているため、排出者である受益者が負担す
べき適正な料金を処理に係る経費を踏まえて精査したところ、平成20～26年度に
かけて受益者負担率が、事業系一般廃棄物で12%、家庭系一般廃棄物で6%低下
しています。
今回の改定では、近隣市との格差を考慮するとともに、前回改定時（平成20年度）

の受益者負担率（事業系68%、家庭系34%）に戻します。

現　行

収集 3080円
持込 1540円

改 定 後（10月1日～）

収集　7020円
持込　4750円

飼育動物死体処理手数料

現　行

持込 10㎏につき200円

改 定 後（10月1日～）

持込 10㎏につき240円

事業系一般廃棄物処理手数料

現  行
100㎏未満　 500円
100㎏　 　　 1000円
100㎏以上
10㎏増すごとに100円加算

改 定 後（10月1日～）
100㎏未満 　600円
100㎏　 　　 1200円
100㎏以上
10㎏増すごとに120円加算

家庭系一般廃棄物処理手数料

持

　
込

持

　
込

　市はボランティア団体との協働事業で、野良猫のTNR活動（捕獲→不妊・去勢
手術→リターン）、保護した猫たちの里親探し、猫飼育に関する啓発活動を行って
います。市内で保護された猫の譲渡会を行いますのでぜひご参加ください。

【保健所環境衛生課環境衛生担当☎（38)3317】

日時　9月16日㈯、10月21日㈯いずれも11時～14時30分
場所　ハスキーズギャラリー
ほか　猫専門のボランティア団体CCP（Chigasaki Cat’s Protect）主催。
　　　譲渡条件や猫の情報はCCP　参照

市内で保護された猫に会いにきませんか市内で保護された猫に会いにきませんか保護猫たちの幸せ探し会

HP HPＣＣＰ

　日々のコミュニケーション、あなたはどのように表現していますか。
「アサーション（assertion）」とは、より良い人間関係を構築するための
コミュニケーションスキルの一つで、「人は誰でも自分の意見や要求を
表明する権利がある」との立場に基づく適切な自己主張のことです。
　一方的に自分の意見を押し付けるのでも、我慢するのでもなく、お互
いを尊重しながら率直に自己表現ができるような方法を学びましょう。

　日時　10月12日㈭14時～16時
　場所　保健所講堂
　講師　金子亜矢子さん（東京共済病院看護師）
　対象　市内在住の方50人〈申込制（先着)〉
　申込　10月5日㈭までに☎で
　　　　（保健所保健予防課窓口でも可)

� 【保健所保健予防課保健対策担当☎（38)3315】

� 藤崎雅子さん　102歳（松浪在住）
　藤崎さんは大正4年生まれの102歳。
趣味は歌うことで、以前はNHKや地
域のコーラスに所属して本格的に活動
されていました。現在も宝

ほうしょうりゅう

生流謡曲を
続けていて、時には自宅で「謡

うた

いの会」を開いて楽しまれて
いるそうです。
　また、若い頃は英語の教員をしていて、今でも会話中に自
然と英語が出てくることも。教え子とは交流が続いており、
誕生月には藤崎さんのお宅に集まることが恒例となってい
て、「年に一度の楽しみ」とうれしそうに話していました。
　藤崎さんの健康の秘訣は、しっかりおいしく食べること。
病気になったことはほとんどなく、大好きなお肉を食べる
など、毎日の食事を楽しまれています。藤崎さんの柔らか
い表情は、日々支援してくれる方やお世話になっている地
域の方などへの感謝の気持ちから生まれ、その笑顔には周
りを明るくするパワーが感じられました。

自死（自殺）対策講演会

自分も相手も大切にする自己表現
～アサーションを行う時のポイントをみなさんで学びましょう～

【高齢福祉介護課生きがい創出担当】

講師紹介

金子亜矢子さん
精神看護の専門看護師と
して25年以上勤務。さま
ざまな精神看護分野の書
籍の監修や、日本精神科
看護学術集会の座長を務
めるなど幅広く活動して
いる。

周
り
へ
の
感
謝
の
気
持
ち
を
忘
れ
ず
に

藤
崎
雅
子

広報ちがさき　2017（平成29）年9月15日号　No.1078
●発行／茅ヶ崎市　　●編集／企画部秘書広報課　　●発行日／毎月１日・15日
〒253-8686�茅ヶ崎市茅ヶ崎１-１-１　☎0467(82)1111　 0467(87)8118

この用紙は
古紙を含んでいます（2017年（平成29年）8月1日現在）

人　口▶	 240,452人	 （前月比80人増）

世帯数▶	100,117世帯	（前月比112世帯増）
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