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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

表彰

環境
湘南エコウェーブ「みんなで森を知ろう」
みどりの勉強と森の探検

日時 �8月1日㈬8時50分～12時
場所 �日本大学生物資源科学部演習林(藤沢市亀井野)他
講師 �杉浦克明さん(日本大学生物資源科学部専任講師)
対象 �小学生15人〈申込制(先着)。親子で参加可〉
申込 �7月5日㈭～13日㈮に☎で
ほか �市役所集合・解散。マイクロバスで送迎
問合 �環境政策課温暖化対策担当

子育て・教育
親子食育教室～簡単トルティーヤでタコ
スランチ

日時 �7月31日㈫10時～14時
場所 �男女参画推進センターいこりあ
対象 �小学生と保護者24人〈申込制(先着)〉
申込 �7月2日㈪～27日㈮12時までに☎で
ほか �費用1組500円(1人増えるごとに＋250円)。託児6か

月～未就学児6人〈申込制(先着)。7月19日㈭まで〉
問合 �保健所健康増進課こども健康・予防接種担当☎

(38)3331
第8回響きあい教育シンポジウム
講師2人による講演と教育長を交えた鼎

てい
談
だん

日時 �8月6日㈪14時～16時30分
場所 �市役所分庁舎コミュニティホール
内容 �講演「『幸せに生きる力』を育むために大人ができ

ることは」
講師 �遠藤利彦さん(東京大学大学院教授)、芳川玲子さ

ん(東海大学教授)
対象 �市内在住・在勤の方120人〈申込制(先着)〉�
申込 �7月2日㈪～30日㈪に☎で(氏名・電話番号、託児

の有無を記入し、 (88)1394も可)
ほか �託児2歳以上10人〈申込制(先着)。7月26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
子どもだけの夏休みわいわいキャンプ3日間

日時 �8月22日㈬～24日㈮(2泊3日)
内容 �川遊び、野外炊事、夜の森の昆虫さがし他
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)〉
申込 �7月7日㈯10時～☎で
ほか �費用3万2000円(兄弟姉妹は2人目から3万円)。最

少催行人員30人
問合 �八ヶ岳野外体験教室☎0267(98)5156

子育てアドバイザー養成講座
専門分野で活躍中の講師陣による講義

日時 �9月～12月の①指定土曜日(全6回(予定))②月2～3
回(全20回(予定))

場所 �①東京都渋谷区②浜竹子育て支援センターのびのび
対象 �市内在住で子育て活動をしている方3人〈申込制

(選考)〉
申込 �7月26日㈭までに☎で
ほか �面接7月28日㈯(時間は個別指定)
問合 �浜竹子育て支援センターのびのび☎(85)7900

市民参加・市民活動
市空家等対策推進協議会委員

人数 �2人
対象 �市内在住・在勤・在学の方(他の審議会などの公

募委員を除く)
内容 �市空家等対策計画および特定空家等の判定に関す

る協議、空き家に関する施策等の検討
任期 �10月から2年間
会議 �平日昼間2時間程度、年2回程度(予定)
報酬 �日額1万円
申込 �7月17日㈫～8月1日㈬に申込書(市役所都市政策課・

市政情報コーナー、小出支所、各出張所、各市民
窓口センターで配布中。市HPで取得も可)を持参
(〒253-8686茅ヶ崎市役所都市政策課へ、 toshiseis
aku@city.chigasaki.kanagawa.jpまたは (57)8377
も可)

問合 �都市政策課住宅政策担当

市住まいづくり推進委員会委員
人数 �2人
対象 �市内在住・在勤・在学の方(他の審議会などの公

募委員を除く)
内容 �市住まいづくりアクションプランと住宅政策につ

いて必要な事項の審議・答申
任期 �10月から2年間
会議 平日昼間3時間程度、年3回程度(予定)
報酬 �日額1万円
申込 �7月17日㈫～8月1日㈬に申込書(市役所都市政策課・

市政情報コーナー、小出支所、各出張所、各市民窓
口センターで配布中。市HPで取得も可)を持参(〒253-
8686茅ヶ崎市役所都市政策課へ、 toshiseisaku@
city.chigasaki.kanagawa.jpまたは (57)8377も可)

問合 �都市政策課住宅政策担当
｢神奈川県弁護士会人権賞｣候補者を募集
個人・団体(自薦・他薦可)

　県内で人権侵害に対する救済活動、人権思想の普及・
確立のための活動、その他人権擁護のための活動をし
た個人・団体を募集します(自薦・他薦可)。
申込 �7月31日㈫までに推薦書と関係資料(神奈川県弁護

士会HPで取得可)を〒231-0021横浜市中区日本大
通9神奈川県弁護士会業務課「人権賞」係へ(持参も
可)

ほか �12月頃に贈呈式を予定
問合 �神奈川県弁護士会☎045(211)7705

大人のひととき(人と木)読書会
季節の花を楽しみながら大人の読書

日時 �7月14日㈯10時～12時(雨天中止)
場所 �つつじ公園内パーゴラ下(十間坂1-5132-10)
対象 �18歳以上の方30人〈当日先着〉
問合 �ツインウェイヴ北口ガーデンクラブ事務局☎

080(5436)4196宇田川
女性のための護身術講座
暴力や犯罪から身や心を守る

日時 �7月25日㈬13時30分～16時30分
場所 �男女共同参画推進センターいこりあ
講師 �橋本明子さん(W

ウェン

EN-D
ドー

Oインストラクター)
対象 �小学4年生以上の女性20人〈申込制(先着)〉
申込 �7月2日㈪～☎で(氏名(ふりがな)・電話番号・託児

の有無(有の場合、住所・子どもの名前・年齢・
性別)を記入し、 (57)1666または市HPも可)

ほか �託児6か月～未就学児10人〈申込制(先着)。7月13
日㈮まで〉

問合 �男女共同参画課男女共同推進担当☎(57)1414
市民の集い(市民集会)
①松林地区②鶴嶺東地区

日時 �①7月28日㈯②8月5日㈰いずれも13時30分～
場所 �①松林公民館②鶴嶺東コミュニティセンター
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

まちづくり
中央公園の管理棟の建て替え工事

　施設老朽化のため、7月から2019年3月まで公園内管
理棟の建て替え工事を実施します。なお、公園内の公
衆トイレは工事期間中も利用できます。既存の管理棟
は、来年度の解体予定です。
問合 �公園緑地課公園緑地担当

遊水機能土地保全補助金申請の受付
　台風など集中豪雨時の浸水対策の一環として、面積
が500㎡以上(隣接している土地との合計面積が500㎡
以上となる土地を含む)で、1000㎡当たりおおむね200
㎥以上の保水能力がある水田などの土地に補助金を交
付します。助成金額は1㎡当たり年額50円、申請は7月
2日㈪～9月28日㈮に申請書(市役所下水道河川建設課
で配布中)を持参してください。また、7月4日㈬は小
出支所、8月1日㈬、9月5日㈬は小出地区コミュニティ
センターでも受け付けます。
問合 �下水道河川建設課水環境担当

福祉
７月は社会を明るくする運動の強調月間

　「第68回社会を明るくする運動」は、犯罪や非行のな
い明るい社会を築くために、地域社会での理解と協力
を求める全国的な運動です。毎年7月の1か月間、下記
の団体が中心となって実施しています。
〈保護司会〉保護観察を受けている人の立ち直りのため

に、家族関係、就学、就職などの問題解決に向けた助
言と手助けをしています。
〈更生保護女性会〉女性の立場から、地域社会の犯罪予
防と更生保護の活動をしています。
〈ＢＢＳ会〉非行防止のための活動に取り組んでいる青少
年ボランティアです。
問合 �茅ヶ崎地区保護司会更生保護サポートセンター

☎(73)7190

土曜ミュージックサロン
日時 �7月7日㈯13時45分～14時45分
場所 �萩園いこいの里
内容 �出演�ぷりずむくぷれDuo、中山千章・薫。演目「カ

ントリーロード」、「ハナミズキ」他
問合 �萩園いこいの里☎(88)7513

認知症「ちがさきオレンジDay｣
ボランティア募集（無償）

日時 �9月2日㈰①9時～16時②9時～13時③12時～16時
場所 �市役所分庁舎5階
対象 �市内在住・在勤の認知症サポーター、認知症キャ

ラバンメイト、オレンジパートナーの方30人程度
〈申込制(先着)〉

申込 �7月31日㈫までに①～③を選んで☎で
ほか �8月4日㈯に事前説明会
問合 �高齢福祉介護課支援給付担当

「おひとりさま」が最期まで自分らしく生きる
には～安心して老いるために準備すること

日時 �9月24日㈪14時～16時
場所 �寒川町民センター(寒川町宮山)
講師 �上野千鶴子さん(東京大学名誉教授)
定員 �800人〈申込制(先着)〉
申込 �7月2日㈪～☎で
ほか �託児10人〈申込制(先着)〉。手話通訳・要約筆記あり
問合 �保健所地域保健課地域保健担当☎(38)3319

生活
市営水泳プール
浜須賀・殿山水泳プールは７月から開場

日時 �7月1日㈰～8月31日㈮9時～17時(臨時休業あり)
ほか �費用大人(高校生以上)200円、小人(小・中学生)50

円。回数券大人(高校生以上)6枚つづり1000円、
小人(小・中学生)6枚つづり250円

問合 �浜須賀水泳プール☎(88)0050、殿山水泳プール☎
(52)4321
７月７日㈯～8月4日㈯は
ホノルルウィーク2018

　協力店による独自の特典やサービス、公共施設など
でのタイアップイベントなど、姉妹都市ホノルルやハ
ワイを感じられる1か月です。詳細は市HP参照。
問合 �秘書広報課姉妹都市担当、ホノルル市・郡姉妹都

市交流委員会（茅ヶ崎商工会議所内）☎(58)1111
７月11日㈬～20日㈮は
夏の交通事故防止運動実施期間

　「過労運転・無謀運転の防止」、「子どもと高齢者の交
通事故防止」、「自転車の交通事故防止」を重点目標に、
夏の交通事故防止運動を行います。「安全は�心と時間
の�ゆとりから」、「交通ルールを守って�夏を楽しく安
全に」をスローガンに交通安全意識を高めましょう。
問合 �安全対策課安全対策担当

「タマネギ外皮の抗酸化力と料理の工夫」
レシピと調理法の講演、懇談会など

日時 �7月14日㈯10時～13時
場所 �ハマミーナまなびプラザ調理室
講師 �井上節子さん(文教大学健康栄養学部教授)
定員 �25人〈申込制(先着)〉
申込 �7月2日㈪～☎で
問合 �文化生涯学習課生涯学習担当

骨の栄養教室～骨もお肌もアンチエイ
ジングのポイントはコラーゲン

日時 �7月17日㈫10時～12時
場所 �保健所講堂
定員 �30人〈申込制(先着)〉
申込 �7月13日㈮までに☎で(市HPも可)
問合 �保健所健康増進課健康づくり担当☎(38)3331

文化・歴史
日本文学朗読会
芥川龍之介作「女」、野口雨情作「虹の橋」

日時 �7月10日㈫11時～
（6面へ続く）


