
（4面へ続く）

�乳幼児期の子育ち・子育て講座
日時 �11月6日㈫10時～12時
場所 �市役所本庁舎会議室4・5
内容 �講演「家族の関わりと子どもの発達との関係～ア

タッチメントを基盤として」
講師 �園

その

田
だ

菜
な

摘
つみ

さん(横浜国立大学教授)
対象 �市内在住・在勤の方60人〈申込制(先着)〉�
申込 �10月1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)。10月26日㈮まで

に☎で〉
問合 �教育センター研究研修担当☎(86)9965�

�中学校の教科書(特別の教科道徳)が決定
　2019年度から市立中学校で使用する特別の教科道徳
の教科書が決まりました。

教科 発行者
道徳 東京書籍

問合 �学校教育指導課指導担当

市民参加・市民活動
�市民の集い(市民集会)～海岸地区

日時 �10月6日㈯13時30分～
場所 �福祉会館
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

�
「ちがさきサポセン☆こどもたいけん☆ワイワイ
まつり」実行委員募集～企画運営、後片付けなど

日時 �10月下旬～2019年3月31日㈰(ワイワイまつり2019
年3月30日㈯10時30分～15時開催)

場所 �ちがさき市民活動サポートセンター(サポセン)
定員 �5人〈申込制(選考)〉
申込 �9月15日㈯～10月15日㈪にサポセン HP で(申込書

(サポセンで配布中)を持参も可)
問合 �ちがさき市民活動サポートセンター☎(88)7546

�
市文化生涯学習プラン推進委員会委員
プランの策定・変更、進行管理の審議・答申

人数 �3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)
任期 �12月から2年間
会議 �年5回程度
報酬 �日額1万円
申込 �9月18日㈫～10月12日㈮(必着)に申込書(9月18日～

市役所文化生涯学習課・市政情報コーナー、市民
ギャラリー、ハマミーナまなびプラザなどで配布。
市HPで取得も可)と作文｢茅ヶ崎市の文化生涯学習
の充実に向けて｣(800字程度)を〒253-8686茅ヶ崎
市役所文化生涯学習課へ(持参も可)

問合 �文化生涯学習課生涯学習担当

�茅ヶ崎ゆかりの人物館運営委員会委員
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 �茅ヶ崎ゆかりの人物館の運営に関する調査・審

　　議・答申
任期 �11月から2年間
会議 �年2回程度
報酬 �日額1万円
申込 �9月18日㈫～10月12日㈮(必着)に申込書(9月18日～

市役所文化生涯学習課・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などで配布。
市HPで取得も可)と作文「茅ヶ崎ゆかりの人物館の
充実に向けて」(800字程度)を〒253-8686茅ヶ崎市役
所文化生涯学習課へ(持参も可)

問合 �文化生涯学習課文化推進担当

スポーツ
�
健康ソフトボール体験教室～初心者歓迎、
当日参加も可

日時 �9月21日・28日、10月5日・12日・19日いずれも金
曜日11時～13時

場所 �茅ヶ崎公園野球場
対象 �18歳以上の方
ほか �グローブがあれば持参
問合 �茅ヶ崎総合型スポーツクラブ「YＯU・悠」☎(86)7020

�10月1日㈪～31日㈬は県民スポーツ月間
　県民スポーツ月間に合わせ、各地区体育振興会の主
催による体育祭(下表参照)が開催されます。地域の体
育祭に参加し、スポーツを楽しみましょう。
地区 日付 時間 場所

香川 9月30日㈰
(予備日10月7日㈰) 8時30分～ 香川小学校

浜須賀 10月7日㈰
(予備日10月14日㈰) 9時～ 浜須賀小学校

西浜 10月7日㈰
(予備日10月8日(月･祝)) 9時～ 西浜小学校

松林 10月7日㈰
(予備日10月8日(月･祝)) 8時30分～ 松林小学校

小出 10月7日㈰
(予備日10月8日(月･祝)) 9時～ 小出小学校

鶴が台 10月7日㈰ 8時30分～ 鶴が台小学校
雨天�同体育館

浜見平 10月7日㈰
(予備日10月8日(月･祝)) 9時～

浜見平団地中央
グラウンド

湘南 9月30日㈰
(予備日10月8日(月･祝)) 9時～

柳島スポーツ公
園競技場(予備
日柳島小学校)

鶴嶺 10月7日㈰
(予備日10月8日(月･祝)) 9時～ 鶴嶺小学校

東海岸 10月7日㈰
(予備日10月8日(月･祝)) 9時30分～ 東海岸小学校

梅田 10月7日㈰
(予備日10月8日(月･祝)) 9時～ 梅田中学校

松浪 10月7日㈰
(予備日なし) 9時～ 松浪小学校

茅ヶ崎南 9月30日㈰
(予備日10月7日㈰) 9時30分～ 茅ヶ崎小学校

問合 �スポーツ推進課推進担当☎(82)7136

�
市民健康マラソン大会関連事業
マラソンカード～100㎞を走り抜こう

期間 �10月1日㈪～31日㈬
対象 �市内在住の小学生〈申込制〉
申込 �11月5日㈪までにマラソンカード(総合体育館内ス

ポーツ推進課で配布中。市HPで取得も可)に記録
したものを持参

ほか �マラソンカード提出者に認定証を発行
問合 �スポーツ推進課推進担当☎(82)7136

�太極拳初心者講習会
日時 �10月5日㈮・10日㈬・18日㈭いずれも9時30分～11

時30分(全3回)
場所 �総合体育館�
対象 �市内在住・在勤・在学の初心者20人〈申込制(先着)〉
申込 �9月30日㈰までに☎で(住所・氏名・電話番号を記

入し、 (86)9648も可)
ほか �費用1500円(当日支払い)。上履き持参
問合 �茅ヶ崎太極拳協会☎(86)9648深井

�2018さむかわスポーツデイ
日時 �10月①8日(月･祝)②14日㈰③21日㈰いずれも10時～

15時
場所 �①シンコースポーツ寒川アリーナ・さむかわ中央

公園・さむかわ庭球場(いずれも寒川町宮山)②田
端スポーツ公園(寒川町田端)③寒川町民センター
(寒川町宮山)

内容 �①血管年齢測定など②カヌー体験など③湘南オー
プンボディビル・フィットネス大会観覧

申込 �①②一部事前申し込み③10月1日㈪～寒川町役場
健康・スポーツ課で観戦チケット配布(先着50人)

ほか �①②一部有料。詳細は寒川町HP参照
問合 �寒川町健康・スポーツ課☎(74)1111

�
3B体操2018�神奈川南のつどい
「県民スポーツ月間」関連事業

日時 �10月16日㈫10時30分～12時30分
場所 �総合体育館
内容 �補助具(ボール・ベル・ベルダー)や音楽を使った「0

歳～100歳まで楽しめる体操」
対象 �生後5か月以上の方〈申込制。3歳以下は保護者同伴〉
申込 �10月10日㈬までに☎で
ほか �当日参加・車いすでの参加も可
問合 �(公社)日本3B体操協会神奈川南湘南グループ☎

(85)2403

�
秋の市民ハイキング～安

あ ん

針
じ ん

塚
づ か

(横須賀市)
大
お お

楠
ぐ す

山
や ま

(逗子市)、三浦半島の景観を楽しむ
日時 �10月21日㈰7時30分～
対象 �小学生以上の方40人〈申込制(先着)。小学生は保

護者同伴〉
申込 �10月12日㈮までに☎で(住所・氏名・生年月日・電

話番号を記入し、 (75)2635または antonio@
jcom.home.ne.jpも可)

ほか �費用1500円(小学生500円)。JR茅ケ崎駅改札集合。
最少催行人数20人。現地までの交通費は自己負担

問合 �茅ヶ崎山岳協会☎(75)2635

�
市総合体育大会～陸上競技
一般・中学生・小学生の部

日時 �10月21日㈰8時～(予備日10月28日㈰)
場所 �柳島スポーツ公園総合競技場　
対象 �市内在住・在勤・在学で小学3年生以上の方また

は茅ヶ崎陸上競技協会登記登録者〈申込制〉
申込 �9月18日㈫～28日㈮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

�
「トゥリトネスショー」～競泳・シンクロ技術を
コミカルにアレンジした水中パフォーマンス

日時 �10月21日㈰11時～12時(入退場自由、入場制限あり)
場所 �屋内温水プール

　茅ヶ崎第4駐車場（市民文化会館駐車場）が10月1日からリニューアル
オープンします。市民文化会館の施設利用のほか、市役所やコミュニティ
ホール、総合体育館を利用する方は駐車券を各施設に設置してある減免
機に通すと、1時間無料になります。
 【安全対策課安全対策担当】

　リニューアルに伴い、出口が市道5563号線（市役所前道路）側に変更に
なります。入口は、以前と同じ県道45号側です。開場時間は、8時～23時
（23時～翌8時は入出庫不可）ですので、ご注意ください。

出口が市役所前側に変更

茅ヶ崎第４駐車場（市民文化会館駐車場）
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茅ヶ崎第4駐車場
（市民文化会館駐車場）

至北茅ヶ崎

至茅ヶ崎

市道5563号

利用する施設※にかかわら
ず、どの駐車場も利用可
能です。空いている駐車
場をご利用ください
※市役所・コミュニティホール・
総合体育館・市民文化会館

市役所周辺駐車場

広告掲載のお申し込み・お問い合わせは秘書広報課へ

茅ヶ崎市のHP（パソコン用）URL http://www.city.chigasaki.kanagawa.jp/
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