
◆ 　　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
相模川沿いの自然環境保全し、
心地よい汗をかこう

日時 �8月12日㈰9時30分～11時30分
内容 �生物多様性のある河

か

畔
は ん

林
り ん

とするための保全管理作
業(外来種の除去など)

ほか �長袖・長ズボン・帽子着用。相模川堤防上集合(温
水プール西側)

問合 �相模川の河畔林を育てる会事務局☎(82)5587村中
保護猫たちの幸せ探し会
市内で保護された猫たちの譲渡会

日時 �8月18日㈯、9月15日㈯いずれも11時～14時30分
場所 �ハスキーズギャラリー(新栄町1-1YAMAJIビル6階)
ほか �詳細はChigasaki Cat’s ProtectHPを参照
問合 �保健所衛生課環境衛生担当☎(38)3317

赤羽根、夜の鳴く虫観察会
日時 �8月27日㈪17時～19時30分
場所 �赤羽根字十三図周辺特別緑地保全地区内
定員 �20人〈申込制(先着)〉
申込 �8月6日㈪～23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

福祉
65歳からの栄養教室～男性のための
缶詰や惣菜を使った簡単料理

日時 �9月13日㈭10時～13時(受付9時45分)
場所 �茅ヶ崎地区コミュニティセンター
対象 �市内在住で65歳以上の男性20人〈申込制(先着)〉
申込 �8月1日㈬～9月6日㈭に☎で
ほか �費用300円(食材費)。調理実習あり
問合 �高齢福祉介護課支援給付担当

在宅医療と介護の講座～最期まで住み
慣れた地域で暮らし続けるために

日時 �9月13日㈭10時～11時30分
場所 �保健所講堂
定員 �30人〈申込制(先着)〉
申込 �開催日前日までに☎で
問合 �保健所地域保健課地域保健担当在宅ケア相談窓口

☎(38)3319

産業・雇用
市内企業を支援
経営安定や合理、基盤強化を促進

　市内の企業に対して経営の安定や合理化、基盤強化
を促進し、地域経済の活性化を図るための支援を行っ
ています。

区分 支援項目 支援内容

金融

利子補給
市中小企業制度融資の「振興資金
(設備資金)」「経営安定特別資金」
「小口資金」の利子の一部を補助

信用保証料補助
市中小企業制度融資と県制度融
資の一部融資を受ける際県信用
保証協会の信用保証を受けた場
合、信用保証料の一部を補助

技術
無料発明相談会 知的財産権の課題を、専門家が

個別に回答(事前予約制)

特許取得補助 特許権の出願手数料や特許料(初
回納付分のみ)などを補助

退職金 特定退職金共済掛金
補助

支払った特定退職金共済掛金の
一部を補助

問合 �産業振興課商工業振興担当

8月から農地の利用状況を調査
　農地法に基づき、市内全域で農地の利用状況を調査
しています。8月から農業委員会が地域を巡回して遊
休農地の調査等を行う予定です。
問合 �農業委員会事務局総務担当

自衛官募集①航空学生(パイロット要員)②一
般曹候補生③自衛官候補生(任期制・陸海空)

申込 �①②9月7日㈮までに③随時いずれも☎で。申し込
みなど詳細は藤沢募集案内所へ問い合わせ

問合 �自衛隊藤沢募集案内所☎0466(26)2216
私の働き方改革セミナー～配偶者控除の
改正の影響から自身の働き方を考える

日時 �8月22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 �8月21日㈫までに☎で(勤労市民会館HPも可)
問合 �勤労市民会館☎(88)1331

アンガーマネジメント講座～怒りの
感情をコントロールするためには

日時 �8月25日㈯10時～12時30分
場所 �勤労市民会館
対象 �就業中、就職活動中の方20人〈申込制(先着)〉
申込 �8月24日㈮までに☎で(勤労市民会館HPも可)
問合 �勤労市民会館☎(88)1331

講座「職場で求められるビジネスマナー
とは？」 

日時 �9月1日㈯9時30分～12時30分
場所 �勤労市民会館
対象 �就業中、就職活動中の方20人〈申込制(先着)〉
申込 �8月6日㈪～31日㈮に☎で(勤労市民会館HPも可)
問合 �勤労市民会館☎(88)1331

講座「組織・仕事を知るビジネスコミュ
ニケーション術とは？」 

日時 �9月8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 �8月6日㈪～9月7日㈮に☎で(勤労市民会HPも可)
問合 �勤労市民会館☎(88)1331

果樹持寄品評会～ぶどう・梨の部
①観覧②直売③出品物即売

日時 �8月20日㈪①10時～12時②10時～売り切れ次第終
了③12時30分～売り切れ次第終了

場所 �さがみ農業協同組合茅ヶ崎ビル(新栄町13-44)
問合 �農業水産課農業担当

テクニカルショウヨコハマ2019
共同出展事業者募集

日時 �2019年2月6日㈬～8日㈮10時～17時
場所 �パシフィコ横浜(横浜市西区)
内容 �県内最大規模級の工業技術・製品総合見本市に出

展する事業者を募集
対象 �市内、藤沢市、寒川町のいずれかに事業所があり、

製造業を営む事業者12者〈申込制(抽選)〉
申込 �8月13日㈪～24日㈮(必着)に申込書(市役所産業振

興課で配布中。市HPで取得も可)を〒253-8686茅ヶ
崎市役所産業振興課へ

ほか �費用3万5000円
問合 �産業振興課商工業振興担当

子育て・教育
ちがさき宇宙教室～夏の天体観測

日時 �8月18日㈯18時30分～(雨天・曇天中止)
場所 �茅ヶ崎公園野球場
講師 �廣瀬洋治さん(元県立青少年センター職員)
対象 �小学生以上の方100人〈申込制(抽選)。中学生以下

は保護者同伴〉
申込 �8月9日㈭までに参加希望者の住所・氏名・年齢・

電話番号を記入し、〒253-8686茅ヶ崎市役所青少
年課へ(市HPまたは海岸青少年会館窓口も可)

問合 �青少年課育成担当

夏休み映画大会
日時 �8月21日㈫10時～12時
場所 �茅ヶ崎地区コミュニティセンター
対象 �小学生以下100人〈申込制(先着)。未就学児は保護

者同伴〉
申込 �8月1日㈬14時～☎で
問合 �茅ヶ崎地区コミュニティセンター☎(88)7522

茅ヶ崎公園体験学習センター利用説明会
利用方法や予約の流れなど

日時 �8月21日㈫14時～15時、8月25日㈯10時～11時
場所 �福祉会館
ほか �駐車場に限りあり
問合 �青少年課育成担当

秋冬期文教大学オープンユニバーシティ
映像から読み説く日韓・日朝関係、水彩画他

日時 �9月3日㈪～順次開講
場所 �文教大学湘南校舎
ほか �詳細は☎で（文教大学HPも可)
問合 �文教大学生涯学習センター☎0120(160)449、湘南

校舎☎(53)2111

小学校中学校創意工夫・研究作品展
日時 �9月14日㈮～16日㈰9時～17時

場所 �青少年会館
対象 �市内在住・在学の小・中学生で①公立学校在学者

②私立学校在学者
申込 �作品を①8月31日㈮までに各学校へ②8月27日㈪・

28日㈫に教育センターへ持参
ほか �選考を通過した作品のみ展示
問合 �教育センター研究研修担当☎(86)9965

自然体験教室①事前研修(参加必須)②宿泊研修
野外炊事、キャンプファイア、いかだチャレンジ他

日時 �①9月17日(月･祝)9時30分～11時30分②9月29日㈯～30
日㈰

場所 �①市役所本庁舎会議室1②三浦YMCAグローバル・
エコ・ヴィレッジ(三浦市初声町)

対象 �ジュニアリーダーに興味がある、子ども会活動を
している小学5・6年生32人〈申込制(抽選)〉

申込 �8月10日㈮までに申込書(市役所青少年課、各公共
施設で配布中)を〒253-8686茅ヶ崎市役所青少年
課へ(持参、市HPも可)

ほか �費用3500円。①保護者参加必須
問合 �青少年課育成担当

児童扶養手当現況届、特別児童扶養手当
所得状況届はお早めに

　現況・状況届は、生活状況や前年の所得額などを確
認する年1回の手続きです。手続きがないと8月分以降
の手当が受けられません。また、所得制限で手当の支
給が停止になっている方も手続きが必要です。

〈児童扶養手当現況届〉8月1日㈬～31日㈮
〈特別児童扶養手当所得状況届〉8月10日㈮～9月11日㈫
問合 �子育て支援課手当給付担当

交通安全・防犯市民総ぐるみ運動推進大会
ポスター・標語コンクール

内容 �交通安全・防犯のための①ポスター(四つ切り38㎝
×54㎝)②標語の募集と表彰

対象 �市内在住・在勤・在学の方〈申込制〉
申込 �9月5日㈬(必着)までに住所・氏名(ふりがな)・年
　　�齢・学校名・学年または勤務先、「交通安全・防

犯のためのポスター・標語コンクール応募作品」
と記入(①は裏面に記入)し、〒253-8686茅ヶ崎市
役所安全対策課へ(持参も可。いずれも1人1点、
未発表作品のみ)

ほか �優秀者は10月19日㈮の推進大会で表彰(賞状と記
念品を贈呈)。版権は主催者に帰属

問合 �安全対策課安全対策担当

スポーツ
市スポーツ全国大会等出場祝金

　市民の方で全国大会以上の競技に出場する個人、団
体の選手、監督およびコーチに祝金を交付します。当
該大会出場日の30日後までに申請が必要です。詳細は
市HPをご覧ください。
問合 �スポーツ推進課推進担当☎(82)7136

茅ヶ崎インディアカ交流大会
男子・女子・混合・交流の部

日時 �9月2日㈰9時～
場所 �市体育館
対象 �中学生以上のチームまたは個人〈申込制〉
申込 �8月20日㈪17時までに☎で(申込書(市HPで取得可)

を (88)6007も可)
ほか �費用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

子どもの体力向上プロジェクト
①かけっこ力測定②かけっこ教室

日時 �9月4日･11日･25日、10月16日･23日･30日、11月6
日･13日･27日いずれも火曜日①16時～20時②16時
30分～19時30分�

場所 �総合体育館
対象 �市内在住・在学の小学生①15人②20人〈申込制(抽

選)〉
申込 �8月7日㈫8時30分から総合体育館窓口で
ほか �費用①1回1080円②1回2160円。②のみ複数申込可。

いずれも1コマ1時間。詳細は市HP参照
問合 �総合体育館☎(82)7175

第4回湘南シニアテニス大会～ダブルス
団体対抗戦(予選3試合、決勝2試合)

日時 �10月5日㈮①9時～17時②8時30分～16時30分(いず
れも予備日10月12日㈮)

場所 �①茅ヶ崎公園庭球場②柳島スポーツ公園庭球場
対象 �50歳以上の男性4人以上、40歳以上の女性2人以上で

(6面へ続く)
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