
 

 

 

　2011年の東日本大震災の後、湘南ベルマーレのジュニアユースのコーチから
「子どもたちを元気付けたい」と相談を受け、サッカーを通して、茅ヶ崎と宮城県
気仙沼の子どもたちの絆を結ぶプロジェクトを行っています。

未来を担う子どもたちのために

　私たちのプロジェクトは、震災の体験を風化させず、共助精神を育み、助け合
える関係性を築くことを大切にしています。震災直後、グラウンドには仮設住宅
が建設され、サッカーをする場所を失った気仙沼の少年たちを茅ヶ崎に招待。こ
れがきっかけとなり、毎年気仙沼と茅ヶ崎でサッ
カー交流会を開催しています。交流を重ねるごと
に仲間が増え、絆が強まっています。湘南地区の
イベントで被災地の特産物を販売し、その収益を
活動資金としています。
　今後も子どもたちの心の成長を
支援する活動を続けていきます。
　活動の詳細は をご覧ください。

NPO法人ちがけせんプロジェクト

【ちがさき市民活動サポートセンター☎(88)7546】

問合　日
ひゅうが

向正
まさあつ

篤☎090(3100)4005、☎ 0466(54)7214、 chigakesen@gmail.com

交流会でサッカーを楽しむ子どもたち

■ エコー・ちがさき編集委員
　テーマ決めから、まなびの市民講師へのインタ
ビューや、公共施設案内などの記事の作成までを分
担で作業します。年4回発行します。

■ 生涯学習ガイドブック編集委員
　講座案内や会員を募集しているサークル・団体の
案内などを掲載している生涯学習ガイドブックの編
集をします。原稿の読み合わせや誤字・脱字チェック
を行います。年1回発行します。

■ 一般教養＆現代的講座企画運営委員
　年数回実施する講座の企画から、講師選定までを
行います。やってみたい講座を実施できる機会です。

生涯学習サポーター募集市を知り、
　　市を楽しむ
　生涯学習をより知るための情報紙「エコー・ちがさき」と「生涯学習ガイド
ブック」の編集委員、生涯学習講座の企画を行う企画運営委員を募集してい
ます。
 【文化生涯学習課生涯学習担当】

興味のある方は、お気軽に市役所文化生涯学習課
生涯学習担当までお問い合わせください。

ちがけせん

（6面へ続く）

いっそう推進するため、これまでの情報化施策につい
て、どのように感じているかを8月15日までにe-kanag
awa電子申請よりお聞かせください。
問合 �情報推進課情報政策担当

福祉
�
高齢者の住まい探し相談会～年齢を理由に断
られた、一人で不動産店に行きづらいなど

日時 �7月26日㈭13時30分～
場所 �茅ヶ崎市社会福祉協議会
対象 �民間賃貸住宅を探している60歳以上の方5人〈申込

制(先着)〉
申込 �開催日前日までに☎で
問合 �かながわ住まい・まちづくり協会☎045(664)6896

�
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 �7月26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
日程(8月) 時間 場所

1日㈬
10時～12時 福祉会館
14時～16時 青少年会館

2日㈭ 10時～12時 茅ヶ崎地区コミュニティセンター
3日㈮ 10時～12時 小和田公民館

5日㈰ 9時30分～
11時30分 汐見台パシフィックステージ※

8日㈬ 10時～12時 鶴嶺西コミュニティセンター

9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
ダンロップスポーツクラブ茅ヶ崎店※

14日㈫ 14時～16時 ハマミーナまなびプラザ体育室※

15日㈬ 10時～12時 浜須賀会館
小和田地区コミュニティセンター※

16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※

17日㈮ 14時～16時 高砂コミュニティセンター
19日㈰ 10時～12時 茅ヶ崎たすけあいひろばぽかぽか※
21日㈫ 10時～12時 萩園いこいの里
22日㈬ 14時～16時 鶴嶺公民館
23日㈭ 10時～12時 しおさい南湖

24日㈮
10時～12時 鶴嶺東コミュニティセンター

香川公民館

14時～16時 香川公民館
海岸地区コミュニティセンター※

26日㈰ 10時～12時 松林ケアセンター※
28日㈫ 10時～12時 コミュニティセンター湘南

※印の会場は上履きを持参
問合 �高齢福祉介護課支援給付担当

�
美容の力でその人らしい笑顔を作る
バリアフリーファッションショー

日時 �8月5日㈰13時～15時(入退場自由)
場所 �市役所本庁舎市民ふれあいプラザ
内容 �障害の有無にかかわらず美容(メイク)の力で笑顔

を作るファッションショーを開催
問合 �H

ハ ー ツ

earts☎080(4373)2161廣田

�
難病リハビリ教室
自宅でできるリハビリ体操

日時 �8月21日㈫14時～16時
講師 �小倉一剛(市立病院リハビリテーション科、理学

療法士)
対象 �難病患者と家族20人〈申込制(先着)〉
申込 �8月15日㈬までに☎で
問合 �保健所保健予防課感染症対策担当☎(38)3315

�
話の内容を文字で伝える～入門要約筆記
講習会①手書きコース②パソコンコース

日時 �①8月31日～9月28日の毎週金曜日10時～12時(全5
回)②8月31日、9月7日、10月5日・12日・19日いず
れも金曜日10時～12時(全5回)

場所 �市役所分庁舎E会議室他
対象 �市内在住・在勤の方各15人〈申込制(抽選)〉
申込 �8月16日㈭(必着)までにはがきに住所・氏名・電

話番号、講習会名、希望するコースを記入し、
〒253-8686茅ヶ崎市役所障害福祉課へ

ほか �両コース受講も可。②windowsのパソコンを持参
問合 �障害福祉課障害福祉推進担当

�生きがいふれあいバスの運行変更（バスの種類）
　10月から、これまでの路線バスに加え、観光バスも
活用し運行します(配車状況による)。なお、運行は原
則毎月2台です。詳細は市HPまたは市役所高齢福祉介
護課へ問い合わせ下さい。
問合 �高齢福祉介護課生きがい創出担当

�県の在宅重度障害者等手当制度の申請
対象 �8月1日現在、県内に6か月以上継続して在住し、

下表の(1)か(2)に該当する在宅の方(2017年8月1日
～2018年7月31日に、施設や病院などに継続して3
か月を超えて入所(入院)している場合は対象外)

申込 �8月1日㈬～9月10日㈪
ほか �年齢・所得制限あり。必要書類は要問い合わせ。
　　申請後も毎年、現況届の提出が必要

(1)

身体障害 身体障害者手帳の1級または2級

2つ以上
該当する方 支給額

(年額)
6万円

知的障害

療育手帳のA1またはＡ
2相当の判定(B1や知能
指数50以下と判定され
た方で、身体障害者手
帳の1～3級を交付され
た方を含む)

精神障害 精神障害者保健福祉手帳1級

(2) 特別障害者手当・障害児福祉手当を受給されている方
問合 �障害福祉課障害福祉推進担当

文化・歴史
�
茅ヶ崎市・寒川町広域連携事業
①企画展②講演会

日時 �①7月21日㈯～8月31日㈮②8月5日㈰10時～11時30分
場所 �①文化資料館②シンコースポーツ寒川アリーナ

(寒川総合体育館。寒川町宮山)
内容 �①企画展「茅ヶ崎の近代の幕開け―幕末から維新

へ―」②講演「茅ヶ崎と寒川の幕末維新」
講師 �②大口勇次郎さん(お茶の水女子大学名誉教授)
定員 �②50人〈申込制(先着)〉
申込 �②7月10日㈫～寒川町文書館☎(75)3691へ
問合 �文化資料館☎(85)1733

�
日本文学朗読会～豊島与志雄�作
「沼のほとり」、山川方

ま さ

夫
お

�作「夏の葬列」
日時 �7月24日㈫11時～
場所 �ハスキーズギャラリー
講師 �里村由美さん、椿野枝さん(いずれも朗読サロン
「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

�
おやこ茶道教室～お父さんお母さんに
お茶をふるまおう

日時 �7月29日㈰9時30分～13時
場所 �松

しょう

籟
らい

庵
あん

講師 �茅ヶ崎茶道会(表千家による指導)
対象 �小・中学生と保護者10組〈申込制(先着)〉
申込 �7月14日㈯9時～☎または持参
ほか �費用1人300円
問合 �松籟庵☎(87)5258

�小学生のための演劇体験ワークショップ「夏」
日時 �8月4日㈯・5日㈰いずれも13時30分～16時(全2回)
場所 �総合体育館
講師 �ヒトビト劇場
対象 �2日間参加できる小学4～6年生20人〈申込制(先着)〉
申込 �8月3日㈮までに☎で
ほか �費用1000円(傷害保険料込)
問合 �市民文化会館仮事務所☎(85)1123

�
まなびの市民講師自主企画講座
透
と う

胎
た い

七宝ペンダントの制作
日時 �8月19日㈰・26日㈰いずれも10時～16時
場所 �市民ギャラリー
講師 �早野総

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 �7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

�
市民文化祭演劇公演の出演者やスタッ
フを募集

内容 �10月8日(月･祝)公演の市民文化会館新装落成記念事
業「とうとうたらり」の出演者とスタッフ

対象 �20歳以上の男女各4人、高校生以下の女子8人〈申
込制〉

申込 �7月31日㈫までに☎で(氏名・電話番号を記入し、
(87)0110または shonanza7@gmail.comも可)

問合 �映像演劇部会☎080(6729)8008長谷川

�
市民文化祭「俳句大会」
身近な秋を俳句で表現

日時 �10月14日㈰10時～
場所 �市民文化会館
対象 �市内在住・在勤・在学の方〈申込制〉
申込 �8月9日㈭(消印有効)までに現金書留で投句料1000

円と兼題「文化の日(文化祭も可)」と「花野」で各題
1句計2句(未発表の作品に限る)を同封し、〒253-
0072今宿360-3-1-203清水呑

どん

舟
しゅう

へ
ほか �費用1000円(昼食代込)。席題は当日発表の1句と

秋季雑詠1句
問合 �俳句部会☎(86)3175清水

�
市民文化祭「クラシックコンサート」
器楽(2台ピアノ可)・声楽の演奏者

日時 �11月10日㈯13時～
場所 �市民文化会館
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