
広報紙へのご意見やご感想をお寄せください
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九条の会 ・ ちがさき

【ちがさき市民活動サポートセンター☎(88)7546】

問　合　林 多恵子☎090（6489）3739、 tae-884@mth.biglobe.ne.jp

　憲法九条にうたわれている武力によらず平和を守るという
理念を、学び活かすために活動しています。

平和への思いをひとつに

　戦後70年以上、戦争の放棄をうたい、戦力
および交戦権を否認した憲法九条は、私たち
の平和や自由を守ってくれています。多くの
方に憲法九条への関心を持ってもらうため、
情報誌を発行したり、DVD上映会や講演会を
開催したりしています。また、市民ふれあい
まつりや公民館まつりに参加して、平和の
メッセージを発信しています。
　日本を戦争しない国として子どもや孫の世代へ手渡すことができるように、
みんなで手をつなぎ一緒に活動しましょう。

市民ふれあいまつりでの活動

　今年6月18日の大阪府北部を震源とする震度6弱の地震では、塀の倒壊により
尊い命が失われました。倒壊したブロック塀は、危険なうえに道路をふさぎ避
難や救助活動を妨げます。塀の倒壊に起因する損害は、原則所有者の責任となっ
てしまいます。以下の項目を点検し、不適合や不明な点があれば神奈川県建築
士事務所協会茅ヶ崎・寒川支部☎(87)5225（事務局・㈱湘南トール工房内）に相
談してください。 【建築指導課建築安全担当】

・高さは地盤から2.2m以下か
・ 厚さは10cm以上か（高さが2m～2.2mの場合は15cm以上）
・ 長さ3.4m以下ごとに、高さの1/5以上突出した控え壁は

あるか（塀の高さが1.2ｍ超の場合）
・コンクリートの基礎があるか
・塀に傾きやひび割れはないか

ブロック塀の点検を尊い命を守るため　

 点検項目 

　広報ちがさきは、市民のみなさんに市が取り組んでいる事業な
どを分かりやすくお知らせするために発行しております。より良
いものにしていくために、みなさんからのご意見・ご感想をお聞
かせください。市 内「広報ちがさき」の「広報ちがさきアンケー
トフォーム」からお寄せください。
 【秘書広報課広報担当】 九条の会・ちがさき

（6面へ続く）

�
秋期オープン教室～予約不要
ワンコイン500円でできる運動教室

日時 �9月3日㈪～12月14日㈮(各月1～3回)
定員 �各回20人〈当日先着〉
ほか �費用500円

場所 内容 日程
総合体育館 体幹トレーニング(姿

勢調整)
9月3日、10月1日・15日・
29日、11月5日・19日、12
月3日いずれも月曜日9時15
分～10時15分・10時45分～
11時45分

ヨガ＆ストレッチ 9月13日・27日、10月11日・
25日、11月8日・22日、12
月6日いずれも木曜日19時
～20時

市体育館 リズム運動＆体幹ト
レーニング

9月18日、10月2日・16日・
30日、11月13日・27日、12
月11日いずれも火曜日19時
30分～20時30分

ヨガ＆ストレッチ 9月7日・21日、10月5日・
19日、11月2日・9日・30日、
12月14日いずれも金曜日10
時～11時

茅ヶ崎公園野
球場会議室

貯
ちょ

筋
きん

ステーション 9月12日・26日、10月10日・
24日、11月7日・21日・28日、
12月12日いずれも水曜日13
時30分～14時30分

問合 �総合体育館☎(82)7175

�
トレーニング室利用者講習会
①総合体育館②屋内温水プール

日時 �①9月8日㈯18時～18時45分・18時45分～19時30分、
9月18日㈫9時～9時45分・9時45分～10時30分②9月
4日㈫9時30分～10時30分、9月22日㈯18時～19時

対象 �15歳以上の方各30人〈申込制(先着)。中学生不可〉
申込 �①8月26日㈰8時30分～②8月17日㈮9時～各施設窓

口または☎で
問合 �①総合体育館☎(82)7175②屋内温水プール☎

(84)1144

�
市民秋季ソフトテニス大会～ダブルス
男子・女子�(一般・シニア45・シニア60)

日時 �9月9日㈰9時～(予備日9月23日㈰)
場所 �茅ヶ崎公園庭球場
対象 �市内在住・在勤・在学で高校生以上の方または茅ヶ

崎ソフトテニス協会が認可した方〈申込制〉
申込 �8月26日㈰(必着)までにはがきに種目、氏名・年齢・

代表者の電話番号を記入し、〒253-0061南湖5-9-
30茅ヶ崎ソフトテニス協会越地聡へ( (83)2577ま
たは茅ヶ崎ソフトテニス協会HPも可)

ほか �費用1組2000円(高校生は1000円)
問合 �茅ヶ崎ソフトテニス協会☎(83)2577越地

�初心者バレーボール教室
日時 �9月12日・26日、10月17日・31日、11月14日・28

日いずれも水曜日9時30分～11時30分(全6回)�
場所 �総合体育館
対象 �市内在住・在勤・在学で初心者の女性〈申込制〉
申込 �随時☎で
ほか �費用300円(1人1回)
問合 �茅ヶ崎ママさんバレーボール連盟☎090(4841)6628

諏訪本

�
「インディアカやってみません会」
羽根付きの球を手で打ち合う生涯スポーツ

日時 �9月12日㈬・19日㈬いずれも9時30分～12時
場所 �総合体育館

対象 �未経験者や初心者20人〈申込制〉
申込 �開催日前日までに☎で
ほか �室内用運動靴持参。当日参加も可
問合 �茅ヶ崎インディアカ協会☎(88)6007森元

�
茅ヶ崎万歩クラブ～岬の原生林と三ツ
石へ(約11km)

日時 �9月16日㈰9時～
ほか �費用500円(入園料などは別途)。JR東海道線真鶴

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

�
親子リズム体操教室～音楽に合わせて
楽しく運動しませんか

日時 �9月19日～11月7日の毎週水曜日15時30分～16時30
分(全8回)

場所 �総合体育館
対象 �市内在住で4歳以上の未就学児と保護者30組〈申込

制(先着)。保護者1人につき子ども2人まで〉
申込 �8月22日㈬～窓口で
ほか �費用1組2500円
問合 �総合体育館☎(82)7175

�小学1・2年生�フットサル教室
日時 �9月20日・27日、10月4日・11日のいずれも木曜日

16時～17時30分
場所 �総合体育館
対象 �市内在住・在学の小学1・2年生30人〈申込制(抽選)〉
申込 �8月23日㈭15時45分～16時に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2500円
問合 �総合体育館☎(82)7175

�小学生バドミントン教室
日時 �9月21日～11月9日の毎週金曜日16時～17時30分

(全8回)
場所 �総合体育館
対象 �市内在住・在学の小学生24人〈申込制(抽選)〉
申込 �8月24日㈮16時～16時15分に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3000円
問合 �総合体育館☎(82)7175

�レディースバドミントン教室
日時 �9月21日～11月30日の毎週金曜日9時30分～11時30

分(11月23日(金･祝)は除く)(全10回)
場所 �総合体育館
対象 �市内在住・在勤・在学で初心者の女性48人〈申込

制(抽選)〉
申込 �8月24日㈮9時30分～9時45分に総合体育館会議室

で整理券を配布(1人1枚、代理人可)
ほか �費用3000円
問合 �総合体育館☎(82)7175

�キッズラグビー無料体験教室
日時 �9月22日㈯9時30分～11時30分(予備日9月29日㈯)
場所 �相模川河畔スポーツ公園
対象 �市内在住・在学の未就学児と小学生各20人〈申込

制(先着)〉
申込 �8月25日㈯～窓口で
問合 �総合体育館☎(82)7175

�テニスの日・親子テニス教室
日時 �9月23日(日･祝)・30日㈰いずれも15時40分～17時(い

ずれか1日を抽選で決定)
場所 �湘南インドアテニスクラブ
対象 �市内在住で3歳～12歳の子と保護者のペア132組
〈申込制(抽選)〉

申込 �9月10日㈪(消印有効)までに、はがきにペアの住
所・氏名(ふりがな)・年齢(学年)・電話番号を記
入し、〒253-0043元町14-1湘南インドアテニスク
ラブ内茅ヶ崎市テニス協会「テニスの日・親子テ
ニス教室」係へ

ほか �費用1組700円
問合 �茅ヶ崎市テニス協会☎(83)8888川又

�
第17回茅ヶ崎サザンテニス大会～ダブルス
①男子②女子③ビギナー

日時 �9月29日㈯9時～17時(予備日10月16日㈫)
場所 �茅ヶ崎公園庭球場
対象 �市内在住・在勤で①男性60歳以上②女性50歳以上

③ビギナー40歳以上の方計男子40人、女子20人〈い
ずれも申込制〉

申込 �9月15日㈯までに☎で(住所・氏名・電話番号を記
入し、 (85)7007または tokio17@jcom.home.
ne.jpも可)

ほか �費用1人1000円。予備日の場合は再度申し込み
問合 �茅ヶ崎サザンテニス大会事務局(といだ書店内)☎

(85)7007戸井田

�
市総合体育大会～剣道競技
団体戦・個人戦(男子・女子)�①一般②中学生

日時 �9月30日㈰9時～
場所 �総合体育館
対象 �①市内在住・在勤・在学で高校生以上の方または

茅ヶ崎剣道連盟加盟団体所属の方②茅ヶ崎地区中
学校在学者〈申込制〉

申込 �9月7日㈮までに①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②中島中学校☎(85)1183菅又へ

問合 �スポーツ推進課推進担当☎(82)7136

�
無料ジュニアテニス教室(全9回)
①幼児の部(3歳～6歳)②小学生の部

日時 �①10月2日～11月27日の毎週火曜日15時40分～16
時40分②10月1日～11月26日の毎週月曜日16時～
17時10分

場所 �湘南インドアテニスクラブ
定員 �各24人〈申込制(抽選)〉
申込 �9月12日㈬(消印有効)までに往復はがきに住所・

氏名(ふりがな)・年齢(学年)・性別・電話番号、
テニス歴を記入し、〒253-0043元町14-1湘南イン
ドアテニスクラブ内「茅ヶ崎市テニス協会・ジュ
ニアテニス教室」係へ

問合 �茅ヶ崎市テニス協会☎(83)8888川又

�
第2回健康運動教室～秋の美

び
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エクササイズ
ソフトエアロビクス、ピラティス、ヨガ他

日時 �10月4日～11月22日の毎週木曜日10時～11時30分
(全8回)

場所 �総合体育館
対象 �市内在住・在勤・在学で15歳以上の方40人〈申込

制(抽選)。中学生不可〉
申込 �9月6日㈭9時45分～10時に総合体育館会議室で整
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