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◆ 　　欄に詳細がないものは　　へ☎（市役所は☎（82）1111）・来庁
　（来館・来所）で開庁（開館 ・ 開所）時間内に申し込み
明記のないものは
●持ち物はお問い合わせください　●費用は無料

問合

市制施行70周年
記念事業 表彰

環境
砂草講座～浜辺の植物を護

まも

ることの大切さ
を考えましょう

日時 	11月12日㈰10時〜11時30分
場所 	市民ギャラリー
問合 	NPO法人ゆい☎090（3914）0062荒井、景観みどり課

みどり担当
トークセッション
「保護犬・保護猫を選ぶワケ」

日時 	11月12日㈰14時30分〜15時30分
場所 	市役所本庁舎会議室3
講師 	浅田美代子さん（女優）、太田匡

まさ

彦
ひこ

さん（朝日新聞記者）
定員 	100人程度〈当日先着〉
ほか 	当日11時30分〜総合体育館前庭で整理券配布。

ペット連れの来場不可
問合 	わんにゃんマルシェ運営本部 wan.nyan624@gm

ail.com
犬と猫の譲渡会①わんにゃんマルシェ主
催②茅ヶ崎・寒川動物愛護協議会主催

日時 	11月12日㈰①10時〜16時②12時〜15時（荒天中止）
場所 	①総合体育館前庭②市役所本庁舎北側ロータリー
ほか 	当日の譲渡なし（個別に調整）。②ペット健康相談

コーナーあり
問合 	①わんにゃんマルシェ運営本部 wan.nyan624@

gmail.com②保健所環境衛生課環境衛生担当
（茅ヶ崎・寒川動物愛護協議会事務局）☎(38)3317

保護猫たちの幸せ探し会
市内で保護された猫に会いにきませんか

日時 	11月18日㈯、12月16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 	譲渡条件や参加する猫の情報はChigasaki Cat’s 

ProtectHP参照
問合 	保健所環境衛生課環境衛生担当☎(38)3317

子育て・教育
子育ち・子育て出前講座

日時 	12月10日㈰10時〜12時
場所 	鶴嶺東コミュニティセンター
内容 	講演「思春期の子どもを家族・地域で支える〜思

春期の子どもが安心できる親子関係とは」
講師 	北島歩美さん(日本女子大学カウンセリングセン

ター専任研究員)
対象 	市内在住・在勤の方80人〈申込制(先着)〉	
申込 	11月6日㈪〜12月6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)。11月30日㈭まで〉
問合 	教育センター研究研修担当☎(86)9965

藤沢市八ヶ岳野外体験教室（長野県南牧村）
子どもだけの冬休みわいわいキャンプ3日間

日時 	12月25日㈪〜27日㈬(2泊3日)
対象 	市内・藤沢市・寒川町に在住・在学の小・中学生

40人〈申込制（先着）。最少催行人員30人〉
申込 	11月5日㈰〜12日㈰に☎で
ほか 費用3万2000円（兄弟姉妹は2人目から2万9500円）
問合 	八ヶ岳野外体験教室☎0267(98)5156（10時〜17時）

ひとり親家庭等の医療費助成制度
　市では、ひとり親家庭などの方が病院で受診したと
きに支払う保険診療の自己負担額を助成するための医
療証を交付しています。交付には、所得制限などの条
件がありますので、詳細はお問い合わせください。ま
た、すでに医療証をお持ちで該当する方には、次年度
の医療証を交付するための現況届を送付します。11月
1日㈬〜30日㈭に必ず提出してください。
問合 	子育て支援課子育て推進担当

スポーツ
茅ヶ崎万歩クラブ～久野丘陵のざる菊園(約11ｋｍ)

日時 	11月19日㈰9時〜
ほか 	費用500円(入園料などは別途)。ＪR小田原駅集合、伊

豆箱根鉄道飯田岡駅解散。詳細は市HP参照
問合 	茅ヶ崎万歩クラブ☎090(2497)8972石田

パラスポーツ講演会
「共生社会」実現への道

日時 	11月23日（木・祝）13時30分〜15時30分（開場13時）
場所 	藤沢市湘南台文化センター（藤沢市湘南台）

講師 	髙橋秀文さん（日本パラリンピック委員会副委員長）
定員 	600人〈申込制（先着）〉
申込 	開催日前日までに☎で(住所・氏名・電話番号、

参加人数を記入し、 0466(50)7200または fj-
games2020@city.fujisawa.lg.jpも可)

問合 	藤沢市東京オリンピック・パラリンピック開催準
備室☎0466(50)3549
パラリンピックで活躍！
金メダルへの軌跡トークイベント

日時 	12月2日㈯13時〜15時
場所 	屋内温水プール
対象 	市内在住・在勤・在学の方100人〈申込制（先着）〉
申込 	11月5日㈰10時〜12月1日㈮に☎で
ほか 	障害がある方は付き添いの方同伴
問合 	屋内温水プール☎（84）1144原田

ちがさきレクリエーションまつり
（体操・インディアカ・ペタンク・社交ダンスなど）

日時 	12月10日㈰10時〜15時
場所 	総合体育館
ほか 	室内履きを持参。詳細は市HP参照
問合 	茅ヶ崎市レクリエーション協会☎(85)4061武井

健康
基礎から楽しく学ぶ
超☆料理初心者のための栄養教室

日時 	11月21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 	8人〈申込制（先着）〉
申込 	11月17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

骨粗しょう症予防教室（各1時間程度）
骨と健康に関する講話・試食と骨密度測定

日時 	12月1日㈮9時30分〜・10時〜・10時30分〜・11時〜
場所 	男女共同参画推進センターいこりあ
対象 	64歳までの方60人〈申込制（先着）。4月以降測定して

いない方・女性優先〉
申込 	11月1日㈬〜☎で
問合 	保健所健康増進課健康づくり担当☎（38）3331

運動教室2日間コース
体幹を鍛えてスッキリ姿勢をめざそう

日時 	12月3日㈰・10日㈰いずれも9時30分〜11時30分
場所 	総合体育館
対象 	20歳〜64歳で医師から運動制限の指示がない方20人

〈申込制（先着）〉
申込 	11月1日㈬〜☎で
問合 	保健所健康増進課健康づくり担当☎（38）3331

健診結果からの生活習慣病予防講演会
動脈硬化・糖尿病をくいとめる

日時 	12月7日㈭13時30分〜15時
場所 	保健所講堂
講師 	佐藤忍（代謝内分泌内科部長）
定員 	60人〈申込制（先着）〉
申込 	11月1日㈬〜☎で
問合 	保健所健康増進課健康づくり担当☎（38）3331

男性のための運動教室～気になり出した
中年太り･ぽっこりお腹をすっきりと！

日時 	12月9日・23日、2018年1月13日・27日、2月10日・
24日いずれも土曜日9時30分〜11時30分（全6回）

場所 	総合体育館
対象 	40歳〜59歳で医師から運動制限の指示がなく、運

動習慣がない方20人〈申込制（先着）〉
申込 	11月1日㈬〜☎で(市HPも可)
問合 	保健所健康増進課健康づくり担当☎（38）3331

産業・雇用
「アンガーマネジメント」を学ぼう

日時 	11月20日㈪18時〜20時
場所 	茅ヶ崎商工会議所
講師 	大倉通

み ち

宏
ひ ろ

さん(キャリアカウンセラー)
対象 	市内在住の方100人〈申込制(先着)〉
申込 	11月10日㈮までに☎で（氏名・電話番号を記入し、

(86)6601も可)
問合 	茅ヶ崎商工会議所女性会事務局☎(58)1111

新しい暮らしはすぐそこに！�自動運転フォー
ラム(基調講演、自動運転車の試乗など)

日時 	11月25日㈯13時〜16時30分
場所 	慶應義塾大学湘南藤沢キャンパス（藤沢市遠藤）

対象 	県内在住・在勤の方〈申込制〉
申込 	11月20日㈪までに申込書（県 HPで取得可）を記入

し、 045(210)8871で(県HPも可）
ほか 	自動運転車の試乗は人数制限あり
問合 	県産業振興課☎045(210)5652

就労に困難を抱える若者および保護者向けセミナー
（自立支援策の紹介、茅ヶ崎での就労支援、講演会）

日時 	11月28日㈫10時〜12時
場所 	勤労市民会館
講師 	和田重宏さん（特定非営利活動法人子どもと生活

文化協会顧問）
定員 	30人〈申込制(先着)。講演会後に6人まで個別相談〉
申込 	11月27日㈪までに☎で
問合 	県央地域若者サポートステーション☎046（297）

3067
柳島で茅

ち

産
さ ん

茅
ち

消
しょう

！秋冬野菜の収穫体験
（じゃがいも（アンデスレッド）、大根、ビーツ）

日時 	12月2日㈯・3日㈰9時〜・10時〜・11時〜
場所 	柳島向河原の農地（柳島小学校南側）
対象 	市内在住・在勤・在学の方各回10組40人程度〈申

込制（先着）〉
申込 	11月7日㈫〜21日㈫に☎で（市役所農業水産課も可）
ほか 収穫した野菜1セット1000円。車での来場不可
問合 	農業水産課農業担当

生活
全国一斉｢女性の人権ホットライン｣
強化週間実施

日時 	11月13日㈪〜17日㈮8時30分〜19時、11月18日㈯・
19日㈰10時〜17時(通常は平日8時30分〜17時15分)

内容 	女性をめぐるさまざまな人権問題の解決を図る
ほか 	人権擁護委員と法務局職員が対応。秘密厳守
問合 	全国統一ナビダイヤル☎0570(070)810、市民相談

課市民相談担当

市営住宅の入居者・補欠者
申込 	11月16日㈭〜22日㈬に申込書（11月1日㈬〜市役所建

築課・市政情報コーナー、各公民館などで配布）と
必要書類を市役所分庁舎F会議室へ持参

ほか 	詳細は募集のしおり(11月1日〜市役所建築課・市
政情報コーナー、各公民館などで配布)参照

問合 	建築課市営住宅担当
市民大

だ い

楽
が く

まなびーな�野菜と免疫～免疫力
を高め風邪を吹き飛ばそう

日時 	11月18日㈯10時〜13時
場所 	ハマミーナまなびプラザ会議室・調理室
講師 	嵐

あらし

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 	11月2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

いい夫婦の日クッキング
夫婦でホームパーティーを開こう

日時 	11月23日（木・祝）10時〜14時
場所 	男女共同参画推進センターいこりあ
対象 	夫婦12組〈申込制（先着）〉
申込 	11月1日㈬〜☎で
ほか 	費用1組2000円。託児3歳〜小学3年生10人〈申込制

（先着）。11月14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・寒川町広域連携事業～社会教育講座
「知っておくと得をする�暮らしの安全知識」

日時 	①11月25日㈯10時〜12時②12月15日㈮10時〜12時
場所 	①市役所分庁舎A・B会議室②寒川総合体育館（寒

川町宮山）
内容 	講演①「遺伝子組み換え食品とは？」②「異常気象

と天気予報の活用法」
講師 	①小西良

よ し

子
こ

さん（麻布大学生命・環境科学部教授）
②岩

い わ

谷
や

忠幸さん（元日本テレビ気象キャスター）
定員 各50人〈申込制（先着）〉
申込 	①11月21日㈫まで②12月12日㈫までに☎で
問合 	社会教育課社会教育担当

人権フェスタ2017�in�さむかわ～寒川獅子
舞の会による獅子舞、人権作文朗読、講演

日時 	12月2日㈯13時30分〜16時30分
場所 	寒川町民センターホール（寒川町宮山）
申込 	11月1日㈬〜☎で（住所・氏名・電話番号、託児の

有無を記入し、 (74)2833も可）
定員 	400人〈申込制（先着）〉

（6面へ続く）
【お詫びと訂正】　本紙9月15日号4面に掲載の「高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種の助成対象の変更」の記事の助成対象に誤りがありました。お詫びして訂正いたします。
　誤　助成の対象が年度末年齢で65歳の方のみとなります。　正　助成の対象が接種日現在65歳の方のみとなります。�【保健所健康増進課こども健康・予防接種担当☎(38)3331】


