
浜降祭

図書館の
ヨミダス歴史館で

検索!

図書館がもっと便利に
　市内の図書館には約50万冊の本をはじめ、CDやDVD、紙芝居、布絵本などたくさんの資料が
あります。さらに、新しいデジタルサービスを導入し、専用端末からより多くの貴重な資料を
閲覧できるようになりました。また、おはなし会や映画会などをはじめ、さまざまなイベント
を開催しています。本を借りるだけではない図書館の魅力をご紹介します。
 【図書館☎(87)1001】

　国立国会図書館の「デジタル化資料送信サービス」と読売新聞記事データベース「ヨミダス歴史館」が、本館2階の資料相談室の
専用端末で利用できるようになりました。

国立国会図書館所蔵の絶版資料が閲覧・複写可能に
デジタル化資料送信サービス
　日本で発行された全ての書籍・雑誌などを保存している国立国会図書館。このサービスでは、
所蔵している絶版等の理由で入手が困難なデジタル化資料150万点以上を閲覧・複写すること
ができます。資料の目次や雑誌の記事タイトルからも検索できるので、思いがけない資料との
出会いがあるかもしれません。

明治・大正期の記事から英字新聞まで
ヨミダス歴史館
　1874年の創刊号から最新号(前日付)までの読売新聞の
記事1300万件以上が検索・閲覧・複写できるサービスで
す。全国各地の地域版(1933年～。沖縄を除く)が読める
のも魅力です。また、読売新聞社が発行している英字新聞
「TheJapanNews」の記事も1989年から最新号まで読むこ
とができます。
※複写はいずれも有料です。

新たな絵本と出会える
おはなし会

市内に計11の図書施設
便利な図書館ネットワーク

　市内には本館・分館のほか、各公民館の図書室など9つの分室と2
つの配本所があります。これらは全てネットワークでつながっていて、
どこの資料でも取り寄せて、受け取り・返却ができます。資料の取り
寄せは、館内の資料検索機(OPAC)だけでなく、図書館ホームページか
らも手続きができ、受け取る場所の指定もできます。返却のみの場合
は、駅のポストや出張所もご利用いただけます。

松浪コミュニティセンター
市民ギャラリー「まなびの窓口」

茅ケ崎駅返却ポスト
(2階自由通路の南側エレベーター横)
辻堂駅前出張所、香川駅前出張所

図書館
本館

火～金曜日　9時～19時
土･日曜日、祝日　9時～17時

香川
分館

火～木曜日　9時～17時(夏休み期間は18時まで)
金曜日　9時～19時
土･日曜日、祝日　9時～17時

図書館Twitter
イベント情報など
随時更新中！

ふたごの本の虫「ポン＆ボン」

2012年7月17日朝刊の浜降祭の記事

新しいデジタルサービス

　小学生までの子どもを対象に、
毎月数回「おはなし会」を開催し
ています。職員やボランティア
がさまざまな絵本を読みます。
「普段は読まない種類の本に興味
を示していて、こんな本が好き
だったのかと新たな発見があり
ます」（保護者30代女性）。絵本
だけでなく、手遊びなど楽し
いプログラムもいっぱいです。
お気軽にご参加ください。

前のめりになって聞き入る子どもたち

6月のおはなし会

配本所 返却のみ

便利だね !

浜降祭の記事を
調べたい

本 　 　 館

小さい子向け 13日㈬・27日㈬15時～
おひざにだっこ
(0歳～2歳くらい)

20日㈬10時30分～
　　　(受付10時～)

小さい子～小学生向け 2日㈯・9日㈯・23日㈯15時～
香 川 分 館 小さい子～小学生向け 16日㈯14時～

ハマミーナ図書室 小さい子向け 14日㈭15時30分～

図書館や公民館で借りた本を駅のポストに返却

L IBRARY
STATION

読みたい記事を発見！

鮮明なデジタル化資料
（国立国会図書館ウェブサイトから転載）

例えば

開館日・開館時間

例えば

５月15日号
お知らせ号

2018年
（平成30年）



（3面へ続く）
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定例自然観察会
初夏の生きものを探そう

日時 �5月27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
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水
みず

谷
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定例観察会(6月)
日時 �6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。

毎週火曜日に保全作業(草刈りなど)を実施
問合 �清水谷を愛する会☎(82)6643佐々木

�
みんなで守ろう！浜辺の植生
海浜植物の植栽会

日時 �6月9日㈯10時～12時
場所 �茅ヶ崎漁港サイクリングロード南側
問合 �認定NPO法人ゆい☎090(3914)0062荒井、景観みど

り課みどり担当

�
相模川沿いに広がる河

か

畔
は ん

林
り ん

の環境保全
活動に参加しよう

日時 �6月10日㈰9時30分～11時30分
内容 �外来種の除去などの保全管理作業
ほか �長袖・長ズボン着用。軍手、鎌、水筒などを持参。

相模川堤防上集合(温水プール西側)。駐車不可
問合 �相模川の河畔林を育てる会事務局☎(82)5587村中

まちづくり
�
「公共施設整備・再編計画(改訂版)」
見直しに伴う説明会を開催

日時 �5月26日㈯10時～11時(9時30分開場)
場所 �市役所分庁舎F会議室
問合 �施設再編整備課施設再編整備担当

�生産緑地地区追加指定の事前相談
日時 �6月1日㈮～14日㈭8時30分～17時
場所 �市役所本庁舎都市計画課
内容 �生産緑地地区の制度説明、指定希望者へ追加指定農

地の個別相談
対象 �市街化区域内に農地を所有していて、2018年中に生

産緑地地区の指定を希望される方〈申込制〉
申込 �5月15日㈫～6月14日㈭に☎で
問合 �都市計画課計画担当

�
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

日時 �6月2日㈯13時～16時
場所 �小和田公民館
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

福祉
�
おはなしきいてね～おばん囃

ば や

子
し

のみなさ
んによる絵本の読み聞かせ、手遊びなど

日時 �5月24日㈭15時50分～16時20分
場所 �萩園いこいの里
問合 �萩園いこいの里☎(88)7513

�
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(6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㈬
10時～12時 福祉会館

14時～16時 青少年会館

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㈫ 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㈭

10時～12時 さがみ農協茅ヶ崎ビル

14時～16時 松浪コミュニティセンター

14時～16時 ダンロップスポーツクラブ茅ヶ崎店※

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※

19日㈫ 10時～12時 萩園いこいの里

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 小出地区コミュニティセンター※

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

10時～12時
香川公民館

14時～16時

14時～16時 海岸地区コミュニティセンター※

26日㈫ 10時～12時 コミュニティセンター湘南

27日㈬ 14時～16時 鶴嶺公民館

28日㈭ 10時～12時 しおさい南湖
※印の会場は上履き持参

�歌体操ボランティア(5期生)養成講座
日時 �6月1日～22日の毎週金曜日14時～16時30分(全4回)
場所 �総合体育館会議室
内容 �高齢者を対象にした月2回の歌体操教室ねぼしを

運営するボランティアの養成
対象 �受講後無償で活動できる方20人程度〈申込制(先

着)〉
申込 �5月28日㈪までに☎または窓口で
問合 �高齢福祉介護課支援給付担当

�肢体不自由児者ふれあい交流会
日時 �6月10日㈰7時～
場所 �東京ディズニーランド(千葉県浦安市)
対象 �肢体不自由児者と家族10組〈申込制(抽選)。1組2

人まで〉
申込 �5月30日㈬までに☎で肢体不自由児者父母の会へ
ほか �費用1組7000円。7時に市役所集合
問合 �肢体不自由児者父母の会☎(57)7669村越、障害福

祉課障害福祉推進担当

�
障害のある方へ�市役所で仕事を体験しま
せんか～印刷、PC入力などの事務

日時 �①6月18日㈪～29日㈮②7月9日㈪～20日㈮(土・日
曜日、祝日を除く)9時～15時

対象 �市内在住で就労を目指す障害のある方2人〈申込制
(選考)〉

申込 �5月31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)を本人が持参

ほか �6月7日㈭に個別面談を実施し決定。報酬なし
問合 �障害福祉課障害者支援担当

市民参加・市民活動
�
市民活動団体などによる協働推進事業・
げんき基金補助事業実施報告会

日時 �6月3日㈰①9時～13時②14時30分～16時50分
場所 �市役所本庁舎会議室2～5
内容 �①協働推進事業②げんき基金補助事業
問合 �市民自治推進課協働推進担当

�市民の集い(市民集会)南湖地区
日時 �6月16日㈯13時30分～
場所 �南湖公民館
内容 �南湖地区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

�
夏はなんでも夜市
出店店舗、ボランティア募集

日時 �8月5日㈰16時～20時
場所 �中央公園
内容 �①フリーマーケットゾーン②飲食・模擬店ゾーン

③当日ボランティア�

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

◆ 　　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
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茅ヶ崎市のHP（パソコン用）URL http://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



加入条件
①事業所単位の加入
　�茅ヶ崎市・藤沢市・鎌倉市内の事業所
で、中小企業※の事業主および従業員
（パートタイマーも可）の方
②個人加入
　�茅ヶ崎市・藤沢市・鎌倉市内在住で市
外の中小企業※に勤務し、勤務地に同種
の制度がない方

　※�常時雇用する従業員が300人以下の事業所

【雇用労働課雇用労働担当】しおかぜ湘南
　市が参画している「湘南勤労者福祉サービスセンター事業」は、単独では実施
が難しい中小企業や個人商店などの従業員等の福利厚生事業について、湘南勤
労者福祉サービスセンター（藤沢市藤沢）がさまざまな福利厚生サービスを提供
するものです。今年度は日帰りバス旅行、落花生＆サツマイモ掘り体験、東京
ディズニーリゾート「パーク・ファン・パーティ－」のほか、各種チケットあっ
せん、人間ドック受診料補助や宿泊補助などの事業を予定しています。福利厚
生でお困りの事業者は、ぜひご加入ください。

中小企業・個人商店の福利厚生をバックアップ

会費　1人月額500円（原則事業主が負担）

メリット
（１）事業主
　・�事務や経費の負担が少なく、従業員
の福利厚生の充実が図れる

　・�当事業の経費は、法人企業は損金、個
人企業は必要経費として計上できる

（２）従業員
　・�各種事業、施設を割引料金で利用できる
　・余暇活動を充実させることができる

加入の申し込み、お問い合わせは湘南勤労者福祉サービスセンターへ
☎0466（50）3900　月～金曜日（祝日を除く）8時30分～17時15分（1２時～13時を除く）

　自転車利用の割合が県内で1位の茅ヶ崎市。「自転
車のまち茅ヶ崎」の特長を生かし、自転車を利用し
て外に出かけて、楽しく健康になってもらうため、
キャンペーンを開催します。

【都市政策課交通計画担当】
日時　6月2日㈯（雨天延期6月3日㈰・24日㈰)
場所　イオン茅ヶ崎中央店　1階正面出入口フロア

自転車利用で健康増進・生活習慣病予防キャンペーン開催

自転車で来店し
買い物された方
や、アンケートに
回答いただいた
方にプレゼント
を差し上げます！
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茅ヶ崎市のHP（携帯電話用）URLhttp://mobile.city.chigasaki.kanagawa.jp/
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対象 �市内在住・在勤・在学の個人または市内で活動す
る市民活動団体①120区画②20区画（市民活動団体
に限る）③20人〈いずれも申込制(抽選)〉

申込 �5月25日㈮～6月5日㈫に申込書（5月18日㈮～市役所
市民自治推進課で配布。市HPで取得も可）を持参

ほか �①②5月25日～6月5日に市役所市民自治推進課で
整理券を配布

問合 �なんでも夜市実行委員会(市民自治推進課内)

�
市職員が行政施策や取り組みを紹介
市民まなび講座を利用してみませんか

日時 �年末年始を除く9時～21時(1講座原則2時間以内)
場所 �市内各所(利用者が用意)
内容 �7分野91講座のなかで行政施策や取り組みを紹介
対象 �市内在住・在勤・在学でおおむね10人以上の団体・

グループ〈申込制〉
申込 �担当課と講座内容、日時を相談後、利用希望日の

14日前までに申込書(市役所文化生涯学習課・各
担当課、各公民館で配布中。市HPで取得も可)を
持参

ほか �講師料や市が用意する資料は無料。その他の経費
は利用者の負担。詳細はパンフレット(文化生涯
学習課・各担当課、各公民館で配布中。市HPで取
得も可)参照

問合 �文化生涯学習課生涯学習担当

産業・雇用
�
街頭労働相談会
働く上での問題解決のための相談

日時 �5月22日㈫11時～17時
場所 �イオン茅ヶ崎中央店
ほか �相談員はかながわ労働センター湘南支所職員、社

会保険労務士
問合 �雇用労働課雇用労働担当

�
自分のための働き方を見つけよう
女性のためのキャリアデザイン講座

日時 �6月9日㈯10時～12時
場所 �勤労市民会館
対象 �女性20人〈申込制(先着)〉
申込 �5月20日㈰～6月8日㈮のいずれも10時～☎で(勤労

市民会館HPも可)
ほか �託児3歳～未就学児12人〈申込制(先着)〉
問合 �勤労市民会館☎(88)1331

�
求人情報の見つけ方や企業調査の方法を学ぼう
仕事の探し方と企業研究講座

日時 �6月16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 �5月20日㈰～6月15日㈮のいずれも10時～☎で(勤

労市民会館HPも可)
問合 �勤労市民会館☎(88)1331

�
傾聴とは？豊かな人間関係を築くため
に聴く力を身につける講座

日時 �6月23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 �5月20日㈰～6月22日㈮のいずれも10時～☎で(勤

労市民会館HPも可)
問合 �勤労市民会館☎(88)1331

�
復職支援�求職者のためのパソコン基礎講座
ワード編

日時 �6月26日㈫～29日㈮18時30分～21時30分(全4回)

場所 �勤労市民会館
対象 �40歳以上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)〉
申込 �6月18日㈪(必着)までに往復はがきに講座名、住

所・氏名・電話番号・年齢、パソコン貸し出し希
望の有無を記入し、〒253-0044新栄町13-32勤労市
民会館へ

ほか �パソコン貸し出し1日300円
問合 �勤労市民会館☎(88)1331

�一日看護体験
日時 �7月27日㈮8時30分～16時
場所 �市立病院
対象 �中学生以上の方30人〈申込制(先着)〉
申込 �6月8日㈮までに市立病院HPで
問合 �市立病院病院総務課経営総務担当☎(52)1111

税金・年金
�
固定資産税・都市計画税�第１期・軽自動
車税の納期限は5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)による納付ができます。また、納税には便利な口
座振替をご利用ください。口座振替は各納期の2か月
前までに金融機関にお申し込みください。なお、口座
振替日は納期限の日となりますので、預金残高の確認
をお願いします。また、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。なお、インターネッ
ト・モバイルバンキングの利用には、事前に金融機関
と、インターネットバンキングなどの利用契約が必要
です。
問合 �収納課総務担当・納税担当

�
軽自動車税納税証明書(継続検査用)
発行時の必要書類の変更

　6月1日㈮より、軽自動車税納税証明書(継続検査用)
の発行時には車検証(写し可)が必須となります。代理
人申請の場合は車検証(写し可)をお持ちでないと発行
できません。本人、市内在住で住民票上同一世帯の親
族の方であっても車検証(写し可)がないと発行できな
い場合があります。
問合 �収納課総務担当

�平成30年度市県民税課税証明・非課税証明書の発行
　平成30年度(平成29年分)の市県民税課税証明・非課
税証明書は、6月1日㈮から市役所市民課、小出支所、
各出張所、各市民窓口センターで発行します。証明を
請求できる方は、本人、市内在住で住民票上同一世帯
の親族、本人からの委任状などを持参した方に限りま
す。また、窓口に来た方の身分証明書(免許証など)の
提示が必要です。
問合 �市民税課市民税担当

�障害基礎年金を受給している方へ
　20歳前に初診日のある障害基礎年金を受給している
方は所得制限があるため、毎年7月に所得情報を日本
年金機構へ提供しています。所得が確認できない場合
(市・県民税が未申告になっているとき)は、年金の支
給が一時停止になることがありますのでご注意くださ
い。また、国民年金受給権者所得状況届の提出も所得

の申告と合わせて必要です。日本年金機構から6月下
旬に送付されますので、市役所保険年金課までご提出
ください。提出期限は7月31日㈫までです。
問合 �保険年金課年金担当

文化・歴史
�
日本文学朗読会～新美南吉�作「うた時計」、
久米正雄�作「握

お む す び

飯になる話」
日時 �5月29日㈫11時～
場所 �ハスキーズギャラリー
講師 �椿野枝さん、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

�
市民ふれあいプラザコンサート
フルートで伝える魔法のメッセージ

日時 �5月29日㈫12時15分～12時50分
場所 �市役所本庁舎市民ふれあいプラザ
内容 �出演�青木三

み き え

木栄(フルート)、片倉みな美(ピアノ)
問合 �市民文化会館仮事務所☎(85)1123

�
国木田独歩没後１１0年特別企画
独歩の時代と南湖院・茅ヶ崎館を歩く

日時 �6月9日㈯9時～12時30分(雨天延期16日㈯)
講師 �出発前解説�水沢不二夫さん(東海大学非常勤講

師)、ガイド�ちがさき丸ごとふるさと発見博物館
の会

定員 �20人〈申込制(先着)〉
申込 �5月15日㈫～☎で
ほか �費用200円(資料代)。中学生以下無料。市民ギャ

ラリー集合、茅ヶ崎館解散
問合 �国木田独歩没後110年茅ヶ崎実行委員会まち歩き

担当☎090(5313)3755加藤

�
まなびの市民講師自主企画講座
「茶の湯・お抹茶文化の体験」

日時 �6月23日㈯10時30分～12時・13時～14時30分
場所 �松

しょう

籟
らい

庵
あん

講師 �小松佳子さん(まなびの市民講師)
対象 �小学生以上の方各10人〈申込制〉
申込 �5月15日㈫～☎で小松へ(住所・氏名・年齢・連絡

先を記入し、 (86)3762で小松へも可)
ほか �費用各1000円
問合 �小松佳子☎(86)3762、文化生涯学習課生涯学習担

当

健康
�エイズHIV抗体の検査(即日血液検査)

日時 �5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・性別・年齢で申し込みも可)
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

�肝炎ウイルス検査B型・C型検査(血液検査)
日時 �5月22日㈫11時～11時30分
場所 �保健所相談室9
対象 �39歳以下で、過去に一度も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

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

32018年（平成30年）5月15日号
No.1094

茅ヶ崎市のHP（パソコン用）URL http://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

6/1（金）〜6/10（日）  10 日間



たばこ、やめようかな…

そう思った時点から

禁煙のチャンス

人権相談
　いじめや差別、虐待、セクハラ、配偶者やパートナーからの暴力、
近所間の相談など人権に関わる問題の相談に応じています。また、
人権を侵害されたという被害者からの申し出などを受け、法務局
の職員と協力して調査し、必要に応じて適切な措置をとります。

周囲の人にも健康被害
　「たばこの煙は健康に良くない」ということは多くの人が
知っていますが、自分だけではなく周囲の人の健康にも多大
な影響を及ぼしていることを知っていますか？自らの意思と
は関係なく副流煙を吸うことになる周りの人、特に妊婦や子
どもが受ける影響は深刻です。

　禁煙したいけど、禁煙方法に悩んだり、一人
で続ける自信が無いという方は、禁煙相談も活
用してください。随時受け付けています。

あなたのまちの相談パートナー
人権擁護委員

健康被害を知ろう
たばこにまつわる展示

5月31日は世界禁煙デー
禁煙のきっかけに
　世界禁煙デーとは、世界保健機関(WHO)が定めた、禁煙を進めるための国際
的な記念日です。日本では、受動喫煙によって年間約1万5000人の方が亡くな
るといわれています。たばこは早くやめるほど、疾病になる確率を減らすこ
とができるだけでなく、周りの人に有害な影響を与えることもなくなりま
す。禁煙は遅すぎることはありません。この日をきっかけに禁煙について考
えてみましょう。

【保健所健康増進課健康づくり担当☎（38）3331】

日付　５月28日㈪～6月8日㈮
場所　市役所本庁舎
　　　市民ふれあいプラザ

ポスター展示
資料・パンフレット

など配架

　みなさんの身近な相談相手として、法務大臣から委嘱された人権擁護委
員が全国の市町村で活動しています。市内では12人が、人権啓発や人権相談
に応じるなどの活動を行っています。

【市民相談課市民相談担当】

6月1日㈮

人権擁護委
員の日

市役所市民
相談課に

特設人権相
談開設

13時～16時
(要予約)

広　報4 平成30年（2018年）5月15日号 No.1094

…イベント …講座 …相談 …案内 …募集 …表彰
凡例   ☎電話  ファクス  電子メール  HPホームページ
　　（☎・ に局番がないものは、全て市内（0467））

● 申込欄に詳細がないものは☎0467（82）1111・来庁（来館）で
開庁（開館）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　●年号は平成ち が さ き

市HPで防災・気象情報を見ることができます

市役所の人権相談(面談制)要予約
日時　毎月第2金曜日、第4火曜日
　　　いずれも13時～16時
場所　市役所本庁舎市民相談課

電話相談　日時　平日8時30分～17時15分
みんなの人権110番　　　　  0570(003)110
子どもの人権110番　　　　  0120(007)110
女性の人権ホットライン　　  0570(070)810

（5面へ続く）

�
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 �6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 �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

�
統合失調症家族教室
病気の症状と治療

日時 �6月6日㈬13時30分～15時30分
場所 �保健所第1会議室
講師 �県精神保健福祉センター精神科医師
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

�
食育月間講演会～魅力いっぱい！�
今日から野菜づくりで食育をはじめよう

日時 �6月8日㈮10時～12時
場所 �市役所本庁舎会議室1･2
講師 �藤田智

さとし

さん(恵泉女学園大学人間環境学科教授)
定員 �100人〈申込制(先着)〉
申込 �開催日前日までに☎または市HPで
ほか �託児6か月～6歳6人〈申込制(先着)。☎で〉
問合 �保健所健康増進課健康づくり担当☎(38)3331

�
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13日㈬・21日㈭・27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

�
デンタルフロスの使い方実習付き講演会
日々のお口のケアによる健康力とは？

日時 �6月14日㈭10時～11時30分
場所 �保健所講堂
講師 �宮村篤

あつし

さん(宮村歯科医院歯科医師)
定員 �50人〈申込制(先着)〉
申込 �開催日前日までに☎または市HPで
問合 �保健所健康増進課健康づくり担当☎(38)3331

�
超☆料理初心者のための
基礎から楽しく学ぶ栄養教室

日時 �6月16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 �ほぼ料理をしたことのない方8人〈申込制(先着)〉
申込 �6月14日㈭までに☎または市HP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

�
運動教室2日間コース
働く人のためのすっきり！姿勢＆体幹教室

日時 �6月17日㈰・24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ない方20人〈申

込制(先着)。平日仕事をしている方優先〉
申込 �5月15日㈫～☎で
問合 �保健所健康増進課健康づくり担当☎(38)3331

�
かながわ食の安全・安心基礎講座
知って安心！食品添加物の基礎知識

日時 �6月20日㈬13時30分～15時30分
場所 �市役所本庁舎会議室1・2
内容 �第一部「食品安全の基礎知識と食品添加物につい

て」、第二部「食品添加物の表示について」
講師 �内閣府食品安全委員会事務局職員、県生活衛生課

職員
定員 �30人〈申込制(先着)〉
申込 �開催日前日までに☎または市HPで
問合 �保健所健康増進課健康づくり担当☎(38)3331

�
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 �6月20日㈬14時30分～16時
場所 �保健所第2会議室
対象 �アルコール問題を抱えている方と家族〈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

子育て・教育
�保健所の講座

申込 �いずれも実施日の前日まで(土・日曜日、祝日の場
合はそれ以前の平日)

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(6月)

プレママ教室 初めて母親になる方 11日㈪

ママサポ教室 初めて父親になる方とその妻 �����2日㈯・
4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 2017年6月・7月生まれの子と
保護者※ 25日㈪

※第1子優先。対象の詳細は要問い合わせ
のびのび子育て応援講座
アロハ�親子でフラダンス

日時 �6月9日㈯10時30分～12時
場所 �市役所分庁舎コミュニティホール
講師 �今井裕子さん(カロケ・メレメレ・フラスタジオ/

トカリガ主宰)
対象 �2歳～未就学児と保護者80組160人〈申込制(先着)〉
申込 �5月15日㈫～6月7日㈭に☎で
ほか �託児10人程度〈申込制(先着)〉
問合 �浜竹子育て支援センターのびのび☎(85)7900

�
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 �6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 �妊娠期の食事と調理実習、簡単な離乳食の紹介

対象 �初妊婦の夫婦12組〈申込制(先着)〉
申込 �6月7日㈭までに☎で
ほか �費用1組700円
問合 �保健所健康増進課こども健康・予防接種担当

☎(38)3331

�子育ち・子育て出前講座(6月)
日時 �6月22日㈮10時～12時
場所 �高砂コミュニティセンター
内容 �講演「子どもとの安心な絆を育てる家族・地域と

は～アタッチメントから考える～」
講師 �林もも子さん(立教大学教授)
対象 �市内在住・在勤の方80人〈申込制(先着)〉�
申込 �5月18日㈮～6月19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～8人〈申込制(先着)。6月13日㈬まで〉
問合 �教育センター研究研修担当☎(86)9965�

�乳幼児期の子育ち・子育て出前講座
日時 �6月23日㈯10時～12時
場所 �香川保育園
内容 �講演「子どもっておもしろい～「意味のある体験」

を支える子育て・保育～」
講師 �須永美紀さん(こども教育宝仙大学教授)�
対象 �市内在住・在勤の方30人〈申込制(先着)〉�
申込 �5月21日㈪～6月20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1歳～8人〈申込制(先着)。6月14日㈭まで〉
問合 �教育センター研究研修担当☎(86)9965�

�子育ち・子育て出前講座(7月)
日時 �7月1日㈰13時30分～15時30分
場所 �コミュニティセンタ－湘南
内容 �講演「思春期の子どもにはいったい何が起きてい

るのか」
講師 �谷井茂久さん(前茅ヶ崎市教育委員会教育長)
対象 �市内在住・在勤の方100人〈申込制(先着)〉�
申込 �5月28日㈪～6月27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～8人〈申込制(先着)。6月21日㈭まで〉
問合 �教育センター研究研修担当☎(86)9965�

�
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

◆ 　　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
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〈丸ごと博物館まち歩き「懐
ふところ

島
じま

郷
ごう

を歩く」〉　日時 12月13日㈬9時30分～12時30分（雨天延期12月20日㈬）内容 ちがさき丸ごと博物館アクションプロジェクト・ガイド部会の案内によ
るまち歩き定員 20人〈申込制(先着)〉申込 11月20日㈪～☎でほか市役所集合� 【社会教育課文化財保護担当】

広報ちがさきをいつでもどこでも　広報ちがさきをスマホやタブレットで手軽に読むことができます。便利な機能も多数あります。「マチイロ」のアプリをダウンロードし、
「茅ヶ崎市」を登録してください。詳細は市 をご覧ください。



湘南S
し ょ ー

HOW点
て ん

【ちがさき市民活動サポートセンター☎(88)7546】

活動日　活動情報は をご覧ください
問合　　清水友美☎090(8516)5649、（51)1760、 clef-de-sol@jcom.home.ne.jp

　「アートを通じて地元・湘南を盛り上げる！」を目標に、10人ほ
どで活動しています。アートイベントやワークショップの主催、
ネットTVやラジオ番組の制作を行っています。

PVで茅ヶ崎の魅力を世界へ

　2017年度のげんき基金補助事業で、茅ヶ崎
の魅力をPRするプロモーションビデオ(PV)を
制作しました。山田耕筰が茅ヶ崎に住んでい
た時に作曲した「赤とんぼ」を世界にアピー
ルする「茅ヶ崎・赤とんぼ音頭」と、茅ヶ崎が
誇る浜降祭の魅力を楽しいリズムに乗せて
伝える「浜降サンバ」。ワークショップや演技
オーディションを経て、市民の方に出演して
もらったり、楽曲のレコーディングを一緒に行ったりしました。楽し
く歌って踊れる楽曲なので、盆踊りや地域のイベントなどでぜひ踊っ
てください。

清水友美代表

浜降サンバPV制作のワンシーン

湘南SHOW点
PVも見られます

　今年度分から、国民健康保険被保険者の世帯主様宛てにお送りしている「医
療費のお知らせ」と、該当する個人様宛てにお送りしている「ジェネリック医
薬品に関するお知らせ」の送付時期などが変更になります。
　なお、医療費のお知らせは、2018年分の確定申告(医療費控除)に添付する
と、「医療費控除の明細書」の記入を省略できますので、申告時期までご自宅
で大切に保管してください。

【保険年金課給付担当】
主な変更点

変更前 変更後

医療費の
お知らせ

（医療費通知）

時期 年4回(5・8・11・2月)
年２回（１２・２月）
・１２月送付分（１月～１0月診療分）
・２月送付分（１１月～１２月診療分）

方法 はがき 封書
ジェネリック
医薬品に関する
お知らせ

（該当者のみ通知）

時期 年2回（5・11月）
年２回（6・１２月）
・6月送付分（4月診療分）
・１２月送付分（１0月診療分）

医療費・ジェネリックのお知らせ
送付回数・時期が変更

国民健康保険
被保険者のみなさんへ
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市HPから市長へ直接メールを送ることができます

（6面へ続く）

ほか �支援会員研修会6月4日㈪～6日㈬9時10分～12時10
分に男女共同参画推進センターいこりあで〈申込
制(先着)。託児あり10人〉

問合 �ファミリー・サポート・センター☎(87)8070

防災・消防
�
｢この一球�届け無事故へ�みんなの願い」
6月3日㈰～9日㈯は危険物安全週間

　危険物の保安に対する意識の高揚や啓発を推進する
ため、6月3日～9日に危険物安全週間が全国一斉に実
施されます。ガソリンなどの危険物は、火災を発生さ
せる危険性が非常に高く、ちょっとした不注意が思わ
ぬ事故につながる恐れがあります。ガソリンや灯油、
塗料、潤滑油スプレーといった身近な危険物の保管方
法を確認し、安全に取り扱いましょう。
問合 �予防課危険物担当

�防火に関する講習会と消火器訓練
日時 �6月7日㈭13時30分～16時30分
場所 �モリタ宮田工業株式会社(下町屋1-7-1)
対象 �市内事業所やテナントなどの防火管理者20人〈申

込制(先着)〉
申込 �6月1日㈮までに☎で
問合 �予防課査察指導担当

�
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 �①6月14日㈭②7月1日㈰③7月8日㈰いずれも9時～12時
場所 �①②消防署北棟③南湖公民館
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 �①5月15日㈫～6月7日㈭②6月1日㈮～25日㈪に消

防指導課へ③6月5日㈫～7月1日㈰に☎(86)4355で
南湖公民館へ

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

�
広げよう�救命の輪
応急手当普及員養成講習会(24時間)

日時 �6月16日㈯・17日㈰9時～18時
場所 �消防署北棟
内容 �心肺蘇生法などの指導技術習得と、後日行う実践

的研修(2回)により指導者を目指す
対象 �市内在住・在勤・在学の16歳以上の方で、過去2

年以内に上級または普通救命講習会を修了した方
16人〈申込制(先着)〉

申込 �5月15日㈫～6月7日㈭に☎で
ほか �費用テキスト代4937円(予定)。応急手当普及員養

成講習会(2日間)の受講と、市内で開催される救
命講習会での研修(2回)を実施後に認定を受けた
受講者へ認定証を発行

問合 �消防指導課消防指導担当☎(85)4594

生活
�
不用品バンク(4月24日現在)
(20１9年3月で終了)

●不用品バンクは、無料のみ対象。市HP参照
〈ゆずります〉県立藤沢総合高等学校制服・体操着▷
パーテーション▷パラソル▷こたつ布団〈ゆずってく
ださい〉浴衣▷テーブル▷電子レンジ▷小型冷蔵庫▷
炊飯器▷洗濯機▷ガス台▷そば用石臼
問合 �市民相談課消費生活センター

�
製造事業所のみなさまへ
20１8年工業統計調査を6月１日時点で実施

　この調査は統計法に基づくもので、従業者数、製造
出荷額、原材料使用額等を調査し、中小企業施策や地
域振興などの基礎資料として利活用されます。調査票
に記入した内容は、統計作成目的以外に使用すること
はありません。5月中旬から、統計調査員が訪問、ま
たは国から調査票が直接郵送されます。調査へのご理
解、ご協力をお願いします。
問合 �県統計センター事業所・工業統計課☎045(313）

7218、行政総務課統計担当

�STOP�THE�不法電波！�
　6月1日㈮～10日㈰は、「電波利用環境保護周知啓発強
化期間」です。電波は消防、救急、放送、携帯電話な
ど日常の暮らしでたくさん使用されています。電波の
ルールをみんなで守って正しく使用しましょう。
問合 �総務省関東総合通信局(不法無線局による混信・

妨害☎03(6238)1939、テレビ・ラジオの受信障害
☎03(6238)1945、地上デジタルテレビ放送の受信
相談☎03(6238)1944)

�
市民大

だ い

楽
が く

まなびーな
料理の基本を学びましょう

日時 �6月7日㈭10時～13時
場所 �ハマミーナまなびプラザ調理室
内容 �簡単においしく魚の照り焼きを作る
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 �5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

�
１0・１5・20・30年間無事故無違反の方へ
優良運転者の表彰

　茅ヶ崎地区交通安全協会会員で、10・15・20・30年
間無事故無違反の方は6月8日㈮までに申告書(5月15日
㈫～25日㈮に茅ヶ崎地区交通安全協会、市役所安全対
策課で配布)と無事故無違反証明書を茅ヶ崎地区交通
安全協会へ提出してください。
問合 �茅ヶ崎地区交通安全協会☎(83)3231、安全対策課

安全対策担当

�
コンビニ交付・本庁舎証明書自動交付機
サービスの一時停止

　県のネットワーク工事のため、6月9日㈯8時から20
時まで、コンビニエンスストアと市役所本庁舎証明
書自動交付機での証明書交付サービスの利用ができ
ません。ご理解、ご協力をお願いします。
問合 �市民課戸籍住民担当

�
自己分析ができる！再確認、私の性格
と傾向を知るビジョンマップ講座

日時 �6月12日㈫・19日㈫いずれも10時～12時(全2回)
場所 �男女共同参画推進センターいこりあ
内容 �写真や文字を切り取り、分析をしながら画用紙に

貼り付けて自分の夢の地図を制作
講師 �新木美代さん(非言語コミュニケーション研究家)
対象 �女性20人〈申込制(先着)〉
申込 �5月15日㈫～☎または市HPで(住所・氏名・電話番

号、託児の有無を記入し、 (57)1666も可)
ほか �費用800円(材料費)。託児6か月～未就学児10人〈申

込制(先着)。�6月4日㈪まで〉
問合 �男女共同参画課男女共同推進担当☎(57)1414

�
楽しさ確約！さわやかなふれあいを求めて
笑顔が生まれるコミュニケーション講演会

日時 �6月19日㈫9時30分～11時30分
場所 �保健所講堂
講師 �山田征夫さん(健康レクリエーション研究所長)
定員 �30人〈申込制(先着)〉
申込 �6月18日㈪までに☎または市HPで
問合 �保健所健康増進課健康づくり担当☎(38)3331

スポーツ
�
新体力テスト
自分の体力を確認してみませんか

日時 �①5月27日㈰②6月16日㈯③6月23日㈯④6月30日㈯
いずれも10時～11時30分

場所 �①総合体育館②小出小学校③室田小学校④柳島小
学校

対象 �市内または寒川町に在住・在勤・在学で20歳以上
の方各30人〈申込制(先着)〉

申込 �①5月24日㈭まで②6月14日㈭まで③6月21日㈭まで
④6月28日㈭までのいずれも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

�
寒川町チャレンジデー20１8
みんなで勝利を目指して

日時 �5月30日㈬0時～21時�
内容 �秋田県北秋田市を対戦相手に運動やスポーツを15

分以上継続した住民の参加率を競い合う
対象 �当日、寒川町内で15分間以上継続して運動(散歩、

買い物なども可)をした方(茅ヶ崎市民も参加可)
ほか �報告方法など詳細は寒川町HP参照
問合 �寒川町健康・スポーツ課☎(74)1111

�
湘南ベルマーレ�フットサルイベント
①スペシャルマッチ観戦②クリニック生募集

日時 �6月9日㈯①14時～②16時～17時
場所 �総合体育館
対象 �①自由観戦②市内在住・在学の小学1～3年生・小

学4～6年生各30人〈申込制(先着)〉
申込 �5月19日㈯から総合体育館窓口または☎で
問合 �総合体育館☎(82)7175

�
市総合体育大会
バスケットボール競技�一般の部

日時 �6月16日㈯8時30分～
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チー

ム、2018年度茅ヶ崎バスケットボール協会登録
チーム〈申込制。中学生不可〉

申込 �5月22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 �5月23日㈬19時～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

�
茅ヶ崎万歩クラブ　
菖
し ょ う ぶ

蒲の花を求めて(約１１km)
日時 �6月17日㈰9時～
ほか �費用500円(入園料などは別途)。JR横須賀線田浦

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

�茅ヶ崎ソフトバレーボール大会
日時 �6月17日㈰9時～
場所 �総合体育館
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　大地震などにより大規模な火災が発生した時に緊急的に避難する場所であ
る広域避難場所の見直しを行い、これまでの8か所から21か所に指定を拡大し
ました。今回の見直し内容についての説明会を開催しますので、ぜひご参加
ください。

【防災対策課政策担当】

柳島スポーツ公園などを追加
　市では、人口増加や都市構造の変化などを踏まえ、2017年1月から現状
の広域避難場所の課題や新規指定の考え方、候補地などについて検討を
行ってきました。この検討結果をもとに見直しを行い、新たに柳島スポー
ツ公園や民間施設などを指定しました。
　説明会では、見直しの内容、新たな広域避難場所、火災からの避難の
特徴などについて説明します。

大規模地震火災に備え
広域避難場所の見直し結果の説明会を開催

日時 内容 講師 場所

6月9日㈯
14時～16時

2020の経済効果
東京五輪と経済

岡田晃
あきら

さん
(大阪経済大学客員教授・経済評論家)

市役所
本庁舎

会議室4・5

6月16日㈯
15時～17時

お金の未来
通貨と仮想通貨

岩村充
みつる

さん
（早稲田大学大学院経営管理研究科教授）

6月23日㈯
14時～16時

これからの日本経済と
わたしたちの暮らし

田中政広さん
（野村証券株式会社投資情報部証券学習
開発課課長）

　２0２0年東京五輪の経済効果や仮想通貨などに
ついて全３回の講義で学び、これからの日本経済
がどのように変化していくのかを考えます。
　　　　定員　90人〈申込制（先着）〉
　　　　申込　5月２１日㈪～☎で

※ 最終日は講義終了後に修了式を行います
【文化生涯学習課生涯学習担当】

日時 場所 定員

6月5日㈫ 14時～15時・19時～20時 市役所本庁舎会議室4 各70人

6月１0日㈰ 10時30分～11時30分 市役所分庁舎コミュニティホール 100人
※ 説明会は同一内容。事前申し込み不要

いま知っておきたい経済学
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対象 �市内在住・在勤・在学の方で編成されたチーム〈申込制〉
申込 �6月1日㈮までに☎で(住所・氏名・電話番号を記

入し �(83)1953も可)
問合 �茅ヶ崎ソフトバレーボール連盟☎(83)1953山上

�
市総合体育大会～柔道競技
個人・団体

日時 �7月1日㈰10時～
場所 �総合体育館
内容 �幼年・小学生・中学生(男女)・一般無段者・一般

有段者の部(参加人数により変更あり)
対象 �市内在住・在勤・在学の方、または茅ヶ崎市柔道

協会登録の方〈申込制〉
申込 �6月8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
問合 �スポーツ推進課推進担当☎(82)7136

�フロアボール20１8�in�ちがさき①教室②大会
日時 �7月1日㈰9時～
場所 �総合体育館
対象 �市内または寒川町に在住・在勤・在学で①小学生

以上の方（当日参加も可）②小学生以上の方で構成
された6人以上のグループ〈いずれも申込制〉

申込 �①当日までに②6月22日㈮17時までにいずれも申
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持参

問合 �茅ヶ崎フロアボール協会☎090(8516)6971樋口

�
サーフィン&ボディボード体験教室
①大人②ジュニア

日時 �①7月7日㈯(予備日21日㈯)②7月27日㈮(予備日8月3
日㈮)いずれも9時～10時30分・11時～12時30分

場所 �茅ヶ崎海岸ヘッドランド付近
対象 �①市内在住・在勤の初心者各25人(サーフィン15

人、ボディボード10人)②市内在住・在学で小・
中学生の初心者各20人(サーフィン10人、ボディー
ボード10人)〈いずれも申込制(抽選)〉

申込 �6月2日㈯①9時45分～10時②11時～11時15分にい
ずれも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 �費用各2500円(保険料、レンタル料込み)
問合 �総合体育館☎(82)7175

�市総合体育大会～水泳競技
日時 �7月8日㈰9時～
場所 �屋内温水プール
内容 �自由形・平泳ぎ・背泳ぎ・バタフライいずれも小

学生・中学生・一般・一般団体(男・女)の部
対象 �市内在住・在勤・在学で小学生以上の方、または

茅ヶ崎水泳協会登録者〈申込制。小学3年生以下は
5人につき保護者1人同伴〉

申込 �6月8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 �競技順などは大会要項(市HPで取得可)参照。大会
補助役員募集中

問合 �スポーツ推進課推進担当☎(82)7136

�
茅ヶ崎インディアカ総合大会
(男子・女子・交流)

日時 �7月15日㈰9時～
場所 �市体育館
対象 �茅ヶ崎インディアカ協会員・愛好者・市内中学生

以上のチームまたは個人〈申込制〉
申込 �6月29日㈮17時までに申込書(市 HP で取得可)を �

(88)6007で
ほか �参加費1チーム2000円。交流の部は1人200円
問合 �茅ヶ崎インディアカ協会☎(88)6007森元

�
市総合体育大会～ソフトテニス競技
一般の部・ダブルス

日時 �7月15日㈰9時～(予備日7月22日㈰)
場所 �茅ヶ崎公園庭球場
内容 �ダブルス戦一般男子・女子、45歳以上男子・女子、

60歳以上男子・女子
対象 �市内在住・在勤・在学で高校生以上の方または茅ヶ

崎市ソフトテニス協会登録者〈申込制〉
申込 �6月29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
問合 �スポーツ推進課推進担当☎(82)7136

採用
�市役所の職員

職種 �現業用務職(教育施設業務員)
人数 �若干名
対象 �昭和47年4月2日～平成9年4月1日に生まれた方
採用 �10月（予定）
申込 �5月21日㈪～6月5日㈫にe-kanagawa電子申請で
ほか �1次試験6月17日㈰。詳細は試験案内(市役所職員

課・市政情報コーナーなどで配布中。市HPで取得
も可)参照

問合 �職員課人財育成担当

�教育委員会の非常勤嘱託職員
職種 �①学校給食調理員②教育施設業務員
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5445円(給食が実施される日で、週5日(年

間約185日)、原則8時30分～15時に市立小学校、
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113日以内)に市立
小・中学校で勤務)

採用 �登録期間は申し込み後1年間とし、欠員時に連絡・
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
が持参

問合 �教育総務課総務担当

�市スクールソーシャルワーカー
人数 �1人
内容 �市立小・中学校に通う、問題を抱える児童・生徒

が置かれた環境への働きかけや、保護者や教職員
などに対する支援・相談・情報提供など

対象 �社会福祉士や精神保健福祉士の資格を有する方、
または教育と福祉両面に専門的な知識技術を有し、
過去に教育や福祉の分野で活動した経験がある方

待遇 �日額2万3000円(原則月～金曜日9時～17時、年間
135日程度。勤務日数は要相談)

採用 �7月1日～2019年3月31日
申込 �5月15日㈫～31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(6月中)を指定。小論文試験あり
問合 �学校教育指導課指導担当

�市立病院の任期付臨床検査技師
人数 �1人
対象 �臨床検査技師免許を持つ方
申込 �6月11日㈪(必着)までに書留で申込書(市立病院病

院総務課、市役所職員課で配布中。市立病院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6月23日㈯
問合 �市立病院病院総務課経営総務担当☎(52)1111

�
ふれあい補助員(通常級担当・特別支援
学級担当・個別支援担当)の登録

内容 �市立小・中学校での学習・生活指導の補助、身辺
介助など(月～金曜日8時30分～15時。年間約150日)

対象 �2018年4月1日現在で18歳以上の方(通常級担当は
教員免許を持っていることが望ましい)

申込 �随時。申込書(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 �欠員時に書類選考、面接と小論文試験を実施(登
録は他への就職活動を制限するものではありませ
ん)。詳細は市HP参照

問合 �学校教育指導課指導担当

寄付(敬称略)
〈市へ〉関電不動産開発株式会社＝土地、建物▷石井明
子＝土地▷株式会社エイヴイ＝1000万円▷ちがらじ＝
7000円▷NPO法人もったいないジャパン＝車椅子▷今
宿小学校手をつなぐ会＝赤外線暖房機▷国際ソロプチ
ミスト茅ヶ崎＝折鶴想いやりと希望(DVD)▷松風台自治
会＝屋外用電波掛時計▷浅岡建設株式会社＝河津桜▷
株式会社ニュー・クイック＝ボッチャボール、ミニ耕
運機など▷有限会社レイライン＝中学生向け書籍
〈市民活動げんき基金へ(2017年12月31日～3月31日)〉有
限会社ハスキー企画＝計20回総額6万7100円▷歌声サ
ロン「チーパッパ」＝計5回1万2421円▷茅ヶ崎ダンスス
ポーツ連盟小林勝＝3万円▷布・工房くまじきもの研
究会＝2万8000円▷益永律子＝1万円▷GARA中海岸＝
3000円▷大衆割烹みや川＝3000円▷Loco kitchen＝
3000円▷NAND CAFÉ＝2000円▷ミコノスキッチン＝
2000円▷匿名＝計5人総額11万1000円▷2018年度実施
市民活動げんき基金補助事業公開ヒアリング・公開プ
レゼンテーション設置募金箱＝8834円

◆ 　　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
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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 �5月24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
6月は梅仕事！カリカリ梅を作ろう

日時 �6月2日㈯10時～12時
対象 �おおむね65歳以上の方15人〈申込制

(先着)〉
申込 ��5月17日㈭～

￥ 陶 芸 教 室
日時 �6月3日㈰・17日㈰いずれも10時～12時

(全2回）
内容 �好みの陶器を作って絵付け
対象 �小以上の方20人〈申込制(先着)〉
申込 ��5月20日㈰～

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 �6月7日㈭14時～16時
内容 �東京大学が開発したプログラムで健

康状態を確認
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 ��5月15日㈫～

￥ 癒 し の ハ ー ブ 講 座
日時 �6月29日㈮10時～12時
内容 �ラベンダースティック作り
定員 �15人〈申込制(先着)〉
申込 ��5月18日㈮～
ほか �託児あり〈申込制。5月27日㈰まで〉

サマーライブ出演者を募集
音楽・ダンス(個人・団体可)

日時 �8月25日㈯13時～17時
対象 �中～39歳の方10組〈申込制〉
申込 ��5月20日㈰～6月17日㈰

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

プログラミングでスーパーカーを走らせよう
日時 �6月9日㈯10時～11時
対象 �小の親子10人〈申込制(先着)〉
申込 ��5月9日㈬～

￥夏に涼しい手づくり布ぞうり
日時 �6月15日㈮9時30分～12時30分
定員 �20人〈申込制(先着)〉
申込 ��5月25日㈮～

ズ ン バ で ダ イ エ ッ ト
日時 �6月21日㈭10時～11時
定員 �20人〈申込制(先着)〉
申込 ��5月24日㈭～
ほか �託児6人

心と体を元気に「ピラティス」
日時 �6月29日、7月6日・13日いずれも金

曜日10時～11時15分（全3回）
内容 �体幹や深部の筋肉を使い、全身に呼

吸を入れながらトレーニング
対象 �全回参加できる方16人〈申込制(先着)〉
申込 ��6月1日㈮～

庭 木 の 剪
せ ん

定
て い

教 室
日時 �6月17日㈰10時～16時30分
講師 �赤木洋行さん(赤木造園事務所)
定員 �15人〈申込制(先着)〉�

文学講座～漱石・龍之介の俳句と小説
日時 �6月30日㈯13時～15時
講師 �中田雅敏さん(八洲学園大学教授)
定員 �25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 �5月25日㈮､ 6月8日㈮いずれも10時

～14時
対象 �未就園児と保護者
ほか �5月25日11時～｢一升餅でお祝い｣

➡

申込すべて5月19日㈯～

➡

庭木イキイキ剪
せ ん

定
て い

教室
日時 �6月3日㈰10時～16時30分
講師 �赤木洋行さん(赤木造園事務所)
定員 �15人〈申込制(先着)〉
申込 ��5月19日㈯～

卓 球 開 放
日時 �6月9日㈯13時～16時

大切なことを子どもに伝えるため
に～命・心・平和～の紙芝居講座

日時 �6月15日㈮・21日㈭・29日㈮いずれ
も10時～12時

講師 �加藤武郎さん(子ども文化研究所所員)
定員 �20人〈申込制(先着)〉
申込 ��5月24日㈭～

￥じゃがいも掘ってカレーをつくろう
日時 �6月16日㈯9時30分～13時
対象 �小10人〈申込制(抽選)〉
申込 ��5月22日㈫～27日㈰

地 域 交 流 会
すべての子どもは地域のたから

日時 �6月23日㈯14時～16時
講師 �ヴィヒャルト千佳こさん(臨床心理士)
定員 �100人〈当日先着〉

親子で学ぶ救命講習会
日時 �7月22日㈰13時30分～15時30分
対象 �小以上の親子5組〈申込制(先着)〉
申込 ��6月9日㈯～7月12日㈭
ほか �託児あり

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

子どもの広場～みんなでうたおう
日時 �5月19日㈯10時～11時

松林赤とんぼクラブ「のばせ
健康寿命～健康体操とお話」

日時 �5月24日㈭10時～11時30分
定員 �20人〈申込制(先着)〉
申込 ��開催日前日まで

さ つ き 展
日時 �5月26日㈯・27日㈰9時30分～16時(27

日は15時まで)
￥ 梅 干 し づ く り

日時 �6月2日㈯・16日㈯いずれも10時～12時
定員 �12人〈申込制(抽選)〉
申込 ��5月15日㈫～23日㈬
ほか �託児あり

気功と初級太極拳教室
日時 �6月5日㈫・12日㈫いずれも13時～15時
（全2回）

定員 �20人〈申込制(先着)〉
申込 ��5月22日㈫～

ままヨガ～幼児同伴可
日時 �6月8日㈮・14日㈭いずれも10時～11

時30分
定員 �各10人〈申込制(抽選)〉
申込 ��5月18日㈮～27日㈰

子 ど も 将 棋 大 会
日時 �6月16日㈯9時30分～12時
対象 �小20人〈申込制(先着)〉
申込 ��5月17日㈭～6月12日㈫

「宇宙の学校」指導者養成セミナー
日時 �6月16日㈯13時～16時30分
対象 �宇宙について小学生に指導を行いた

い方20人〈申込制(先着)〉
申込 ��5月22日㈫～

うたごえ広場～夏のうたごえ
日時 �6月17日㈰10時～12時

「男の健康増進体操」体験
日時 �6月3日、7月1日、8月5日いずれも日

曜日10時～12時
対象 �50歳～89歳の男性15人〈申込制(先着)〉

健康でいつまでも若々しい
笑顔のためのフラダンス体験

日時 �6月5日㈫10時～11時
定員 �20人〈申込制(先着)〉

￥IT講座～スマホ・タブレット入門
日時 �6月12日㈫・13日㈬・19日㈫・20日

㈬いずれも9時30分～12時（全4回）
定員 �20人〈申込制(先着)〉

➡

申込すべて5月15日㈫～

➡

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

広報ちがさき4月15日号7面欄外に掲
載した「チアリーディング教室」は、
講師の都合により中止となりました。

￥ 自然観察ハイキング
日時 �6月9日㈯8時30分～16時30分
場所 �富士五湖周辺
対象 �小・中と保護者19人〈申込制(抽選)〉
申込 ��5月18日㈮～25日㈮
ほか �マイクロバスで送迎

スポーツチャンバラ体験教室
日時 �6月17日㈰10時30分～12時
対象 �小24人〈申込制(先着)〉

￥わたしもねんどパティシエ
ク リ ー ム ソ ー ダ を 作 ろ う

日時 �6月30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〉

JAL 羽 田 整 備 工 場
（ 東 京 都 大 田 区 ）見 学

日時 �6月23日㈯8時30分～17時頃
対象 �小～高と保護者19人〈申込制(抽選)〉
ほか �マイクロバスで送迎

￥ 葛 西 臨 海 水 族 園
（東京都江戸川区）見学

日時 �6月24日㈰8時30分～17時
対象 �小～高と保護者19人〈申込制(抽選)〉
ほか �マイクロバスで送迎

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

ふ れ あ い 絵 画 教 室
壁面アートにもチャレンジ

日時 �6月9日～7月21日の毎週土曜日（6月
23日は除く）10時～12時(全6回)

場所 �福祉会館
対象 �小3年生～中〈申込制(先着)〉
申込 �5月17日㈭～

￥光る星座ボードミニと
きらきらループをつくろう

日時 �6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 ��5月16日㈬～

￥遠州流・茶道体験教室
日時 �6月30日㈯10時～12時
場所 �松

しょう

籟
らい

庵
あん

内容 �抹茶の飲み方やもてなし方を学ぶ
対象 �小～30歳の方20人〈申込制(先着)。

保護者参加可〉
申込 ��5月18日㈮～

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

元気アップ！体操教室
日時 �6月15日㈮10時～11時30分
定員 �20人〈当日先着〉

一緒にスポーツ「サウンド
テーブルテニス」音卓球

日時 �6月16日㈯10時～12時
場所 �松浪小学校体育館
対象 �小以上の方20人〈申込制(先着)〉
申込 ��5月15日㈫～

認知症のいまとこれから
日時 �6月23日㈯10時～12時
内容 �実体験に即した知識習得と見守りサ

ポーター制度の提案
講師 �川崎晃さん(特定非営利活動法人ツ

ナガル代表)
定員 �30人〈申込制(先着)〉
ほか ��託児1歳～6歳6人〈申込制(先着)〉

囲碁教室「入門 囲碁をはじめよう」
日時 �6月23日、7月7日・21日、8月4日・

➡

申込すべて5月20日㈰～

➡

➡

申込5月22日㈫～29日㈫

➡

18日、9月1日・15日、10月6日・27日、
11月3日いずれも土曜日10時～12時

講師 �小和田碁楽会
定員 �20人〈申込制(先着)〉
申込 ��5月19日㈯～

公民館だより編集員を募集
日時 �7月5日、8月2日、9月6日、10月4日、

11月8日、12月6日、2019年1月10日
いずれも木曜日10時～12時

講師 �鈴木政子さん(プロライター)
定員 �10人程度〈申込制(先着)〉
申込 ��6月1日㈮～7月4日㈬
ほか �7月5日に第1回編集員会議

成 年 後 見 講 座
自分らしい生き方の選択

日時 �7月22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 ��5月25日㈮～7月19日㈭

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

映画会①一般向け②子ども向け
日時 �6月9日㈯①9時30分～②14時～
内容 �①「カヴァルケード」(日本語字幕入

り)②「ウッディ・ウッドペッカー�
ペッカーの迷パイロット」
小学校での読み聞かせ講座

日時 �6月14日㈭13時30分～15時30分、6月
22日㈮・28日㈭いずれも10時～12時
30分（全3回）

講師 �大井むつみさん(実践女子大学非常
勤講師)

対象 �初めて小学校で読み聞かせを行う方
20人、14日の基調講演40人〈いずれ
も申込制(先着)〉

申込 �5月15日㈫～
ミ ュ ー ジ ッ ク D A Y

日時 �6月16日㈯9時30分～
内容 �DVD「トロイ戦争は起こらないだろう

(劇団四季)」鑑賞
茅 ヶ 崎 の 民 話 上 演

日時 �6月16日㈯14時～
内容 �「新町のぎんおろち」、「ありがとう

ギャーギばあさん」
あなたも郷土資料のデジタル化
テーマ選定に参加しませんか

日時 �6月17日㈰10時～12時
定員 �10人〈申込制(先着)〉
申込 ��5月31日㈭～

￥布絵本講習会「おにのまとあて」
日時 �6月27日㈬、7月4日㈬いずれも10時

～12時（全2回）
講師 �布絵本グループ「コスモス」
定員 �30人〈申込制(先着)〉
申込 �5月17日㈭～

図書館香川分館
〒253-0082　香川1-11-1
☎（51）4946

映画会「おばけのラーバン2」
日時 �6月9日㈯14時～

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

空調設備改修工事を実施
5月17日㈭～6月3日㈰、空調設備の改
修工事に伴い館内の空調設備が使用
できません。詳細は市 または美術
館 をご覧ください。

特別展示 M
マ ス ラ ッ ク ス

ATHRAX「いしのこえ」
　茅ヶ崎の海岸の石で作った作品が「HA
PTIC�DESIGN�AWARD2017」の優秀作
品に選出されたのを記念した特別展示
期間 �5月20日㈰～7月1日㈰10時～18時(入

館は17時30分まで)

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

6月の施設の休館日については8面をご覧ください

72018年（平成30年）5月15日号
No.1094



主な施設の の休館日6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・18日・25日

図書館本館、図書館香川分館 4日・11日・18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 4日・11日・18日・25日

ちがさき市民活動サポートセンター 20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・18～21日・25～28日

スポーツ施設 11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

市民安全相談／交通事故相談／防犯相談 月～木 9 時～17時

予
　約
　制

行政相談 第2・4水 13時～15時
建築紛争相談 原則第3水 11時～17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
多重債務法律相談 第1月、第4金 13時15分～16時15分
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 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（市役所分庁舎2階）
がん相談 月～金 8 時30分～17時 市立病院がん相談支援センター☎（52）1111

相 談 窓 口 一 覧

のためのプレおしごと講座
　先輩クラウドワーカーからクラウドソーシングサービスを使った仕事の始め
方や、ステップアップの方法などを学ぶ講座を開設します。

①専業主婦からプロに WEBライター編
②未経験からプロに デザイナー編
日時　①5月24日㈭②6月7日㈭いずれも10時～12時
場所　男女共同参画推進センターいこりあ
講師　①藤澤佳

よし
子
こ

さん（WEBライター・エディター）
　　　②岸田朋子さん（WEB・DTPデザイナー）

【茅ヶ崎市シルバー人材センター業務課☎(88)2388、安全対策課安全対策担当】

こ れ か ら 働 き た い

幸町自転車
駐車場

東海岸南
自動車駐車場

インターネットで
混雑情報の確認が可能

「だれもが自分らしく 生きがいのある暮らし
を実現できるまち」を目指して
　障害者の暮らしの要素に基づいた施策に取り組むため、第5期計
画では100の事業を掲載しこのうち56の事業を重点事業としました。

　主な重点事業

安心生活支援事業の充実
　障害者・児が、住み慣れた地域で安心して
生活できるよう、体験的宿泊などを行います。
意思決定支援の充実
　障害者への支援の原則は自己決定であるこ
とを尊重し、意思決定支援への取り組みを行
います。
ヘルプマークの普及啓発
　外見からは分かりにくい障害者が、周囲に
配慮を求めるヘルプマークを配布するととも
に市民への普及啓発を行います。
就労定着支援の充実
　一般就労へ移行した障害者に対し、生活面の課題を把握し、企業
や関係機関などとの連絡調整や課題解決に向けた必要な支援を行
います。

住みやすいまちになることを願って
　茅ヶ崎市障害者保健福祉計画推進委員会委員　寺田青

せい
児
じ

さん
　この3年間、計画策定に携わり、推進委員会では熱い議論が
交わされました。さまざまな障害の特性ごと、障害のある方や
そのご家族からヒアリングやアンケートを行い、委員は常に「当
事者の声」を大切にしてきました。
　この計画を実行していくことで、茅ヶ崎が障害のあるなしに
関わらず、住みやすいまちになることを願っています。

相談日の前日 17 時
(法律相談、多重債務
法律相談は相談日の
前日15時)までに予約
がない場合は相談は
開設しません

　 多様化するニーズに合わせた対応を
　第5期茅ヶ崎市障害者保健福祉計画を策定

　茅ヶ崎市シルバー人材センターでは、
東海岸南自動車駐車場と、幸町自転車駐
車場の自転車の一時利用の混雑情報を、
民間の混雑情報サイトを利用して情報提
供しています。ぜひご活用ください。

東海岸南自動車駐車場
幸町自転車駐車場

クラウドソーシングで仕事をすることを目指す

対象　市内在住で未就学児の母親30人〈申込制（先着）〉
申込　5月15日㈫～22日㈫にうみのあお そらのあお 申し込みフォームで
ほか　費用各1000円
問合　うみのあお そらのあお info@umiaosoraao.com益子

【男女共同参画課男女共同推進担当☎（57）1414】

「うみのあお
そらのあお」
申し込み

　2017年度の茅ヶ崎市の身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、特
定医療費（指定難病）医療受給者証所持者は1万518人。市の人口のおよそ4.3％、
市民の約23人に1人の割合で何かしらの障害があることになります。

　市では、1998年3月に「茅ヶ崎市障害者
保健福祉計画」を策定し、定期的に計画を見
直しながら、障害者福祉の増進に努めてき
ました。2015年度の第4期計画を経て、多
様 化するニーズに合わせた対応をする
ため「第5期茅ヶ崎市障害者保健福祉計画」
を策定しました。

【障害福祉課障害福祉推進担当】

委員として計画の策定に
携わった寺田さんに話を
聞きました

ヘルプマーク

2018年音貞オッペケ祭
團
だ ん

十
じゅう

郎
ろ う

生誕180周年記念

劇聖 ・九代目市川團十郎と川上音二郎
6月2日㈯・3日㈰高砂緑地

　1902年、川上音二郎・貞
さだ

奴
やっこ

夫婦は、歌舞伎役者の市川團十郎を慕い、茅ヶ崎の
高砂緑地周辺に居を構えました。今年は、劇聖と呼ばれた九代目市川團十郎の生
誕180周年にあたります。團十郎、音二郎、貞奴、初代内閣総理大臣の伊藤博文が
登場するお芝居をはじめ、お茶席や文楽、和楽器の演奏などが盛りだくさんです。

【文化生涯学習課文化推進担当】

松
しょう

籟
ら い

庵
あ ん

 茅ヶ崎かるた大会
3日 13時～15時

　茅ヶ崎郷土会
による、茅ヶ崎の
昔をより深く知る
こ と が で き る
「茅ヶ崎かるた」を
使った大会

野外ステージ
演劇「音二郎版 ハムレ ット」
　明治時代の音二郎台本と、
茅ヶ崎のエピソードを盛り
込んだ書き下ろし作品に
よる演劇公演
2日14時20分～公開リハーサル
3日①10時～②13時50分～（２回公演）

ここが見どころ！

オッペケとは？
音二郎が考案した
当時の政財界の
腐敗を風刺した内
容の「オッペケペー
節」というパフォーマ
ンスのこと

【音貞オッペケ祭実行委員会☎090(8516)5649清水】

10時～16時　入場無料
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人　口▶	 241,532人	 （前月比47人増）

世帯数▶	101,149世帯	（前月比283世帯増）
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