
◆ 　　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
犬と猫の譲渡会
キッズ獣医師体験コーナーあり

日時 �10月14日㈰12時～15時
場所 �市役所本庁舎北側ロータリー
ほか �当日の譲渡なし(個別に調整)
問合 �保健所衛生課環境衛生担当☎(38)3317(茅ヶ崎寒川

動物愛護協議会事務局)
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 �10月20日㈯、11月17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参照
問合 �保健所衛生課環境衛生担当☎(38)3317

第17回茅ヶ崎なぎさシンポジウム
「100年先にも美しく豊かな海岸を残すために」

日時 �10月20日㈯15時～18時
場所 �市役所分庁舎コミュニティホール
問合 �ほのぼのビーチ茅ヶ崎☎090(3218)4658伏見

あまみずプロジェクト
「秋風を感じて歩いてみよう！千ノ川」

日時 �10月28日㈰9時30分～12時
場所 �千ノ川(飯島橋～富士見橋)
内容 �千ノ川おさんぽマップを用い、川に親しみながら

楽な歩き方を学ぶ
定員 �15人〈申込制(先着)〉
申込 �10月1日㈪～19日㈮に☎で
問合 �下水道河川建設課水環境担当

防災・消防
電話による119番通報が困難な方へ
NET119登録説明会

日時 �11月3日(土･祝)10時～12時・14時～16時
場所 �市役所本庁舎消防作戦室
対象 �市内在住・在勤・在学で、聴覚、音声機能、言語

機能、そしゃく機能の障害などで音声による119
番通報が困難な方各回10人〈申込制(先着)〉

申込 �10月1日㈪～希望する時間、住所・氏名・FAX番号
を記入し、消防本部指令情報課 (85)1112へ(代理
人による☎も可)

ほか �身体障害者手帳など障害を証明できるもの、携帯
電話、スマートフォンを持参

問合 �指令情報課指令情報担当☎(85)4591

子育て・教育
赤ちゃんとママのためのコンサート
音楽の生演奏と助産師のお話(相談)

日時 �10月10日㈬10時～11時30分
場所 �市民文化会館
講師 �湘南L

リ ー ベ

iebe、後藤まつゑさん(助産師)
定員 �40人〈申込制(先着)〉
申込 �10月9日㈫までに住所・親子の氏名・生年月日・

電話番号を記入し、 geschenk1224@yahoo.
co.jpへ

ほか �費用500円(小学生以下は無料)。平成30年度市民
活動げんき基金補助事業

問合 �湘南Liebe☎090(5515)4448三輪
赤ちゃんのママのためのピラティス講座
ピラティスによる産後母体ケア

日時 �10月17日㈬13時30分～14時
場所 �香川駅前子育て支援センター
講師 �大熊惇

あ つ

美
み

さん(米国ネバダ州立大学認定マットピ
ラティス指導者)

対象 �第1子で0歳児の母親10人〈申込制(先着)〉
申込 �10月1日㈪～☎で
問合 �香川駅前子育て支援センター☎(82)2210

ほめ方・叱り方の練習
「ほしつ☆メソッド」(3歳以上のグループ)

日時 �11月16日・30日、12月14日、2019年1月11日・25
日いずれも金曜日10時～12時(全5回)

場所 �香川公民館
対象 �3歳以上の子どもの保護者8人〈申込制(先着)〉
申込 �11月6日㈫までに☎で
ほか �託児6か月～未就学児〈申込制。個別事前説明あり〉
問合 �こども育成相談課家庭児童相談室☎(82)1151

明治～昭和初期の茅ヶ崎を見るチャンス
郷土資料デジタルライブラリー体験セミナー

日時 �11月17日㈯10時～12時
場所 �図書館
定員 �50人〈申込制（先着）〉

申込 �10月3日㈬9時～☎または窓口で
ほか �認定NPO法人湘南ふじさわシニアネットとの協働事業
問合 �図書館図書担当☎(87)1001

子育て世代のための生涯学習交流サロン
キッズシェフと一緒にお雑煮を作る

日時 �11月20日㈫10時～12時30分
場所 �ハマミーナまなびプラザ調理室
講師 �加藤イセ子さん(まなびの市民講師)
対象 �0歳～未就学児と家族25組〈申込制(先着)〉
申込 �10月1日㈪～件名に「ツムグちがさき11/20」、本文

に「保護者名・子の名前・子の生年月日・電話番号・
住所」を記入し、 mom4chigasaki@gmail.comへ

ほか �費用1家族につき800円
問合 �マム04 mom4chigasaki@gmail.com

2019年4月に小学校へ入学する児童を対象に
健康診断を実施

　10月23日㈫～11月30日㈮に各小学校で就学時健康診
断を行います。対象者には10月中旬頃に通知を発送し
ます。日程は市HPにも掲載しています。
問合 �学務課保健給食担当

福祉
 最期まで自分らしく生きる～在宅医療の現場から～

①講演会②成年後見相談会
日時 �10月13日㈯①13時30分～16時②16時15分～16時45

分(相談は1組30分まで)
場所 �市役所本庁舎会議室4・5
講師 �引野雅子さん、岩﨑泰士さん(いずれもひきのク

リニック)
定員 �①50人②3組〈いずれも申込制(先着)〉
申込 �10月10日㈬までに☎で(住所・氏名・電話番号、

相談会希望の有無を記入し、 (85)6660も可)
問合 �成年後見支援センター☎(85)6660(月・水・金曜日

10時～17時)

小さい秋みつけたコンサート
日時 �10月28日㈰13時～開場
場所 �市役所本庁舎市民ふれあいプラザ
内容 �障害のある子どもたちと家族が地域の方々と気兼

ねなくマリンバやハーモニカなどの音楽を楽しむ
定員 �80人〈申込制(先着)〉
申込 �10月19日㈮までに☎で(氏名・電話番号、所属を

記入し、 (86)8083も可)
問合 �茅ヶ崎手をつなぐ育成会☎(86)8083(平日10時～14時)

在宅で生活する高齢者とご家族向けの
生活支援サービス

　市では高齢者や介護されている家族に向けて、下表
のサービスを用意しています。市役所高齢福祉介護課
に利用申請書を提出後、市職員が自宅に訪問して身体
の状態などを伺います。利用決定後にサービス開始と
なります。詳細はお問い合わせください。
在宅で生活する高齢の方への生活支援サービス

サービス内容 対象 費用

緊急通報装置貸与
65歳以上のひとり暮
らし・高齢者世帯等
で日常生活に注意を
要する方※

月額378円(生活保
護世帯は無料)

寝具類等洗濯乾燥消毒
サービス(月1回)

65歳以上の寝たきり
高齢者、認知症高齢
者で失禁のある方

乾燥1回250円、丸
洗い1回450円(生活
保護世帯は無料)

※��5分以内に駆けつけ可能な協力員2人以上が必要。単独のNTTアナロ
グ回線が必要(モバイル版緊急通報装置の用意もあり)

家族への介護支援サービス
サービス内容 対象 費用

介護用品支給サービス
(紙おむつ・尿取りパッ
ド)

要介護4または5の高
齢者を在宅で介護し
ている家族※1

無料

徘徊高齢者早期発見位
置お知らせサービス
(GPS装置の貸与)※2

徘徊の見られる認知
症の高齢者を介護し
ている家族

登録料1000円、月
額550円(生活保護
世帯は無料)

※1��要介護者、主たる介護者及び介護者の属する世帯の世帯主が、市
民税非課税であることが必要

※2�SOSネットワーク(無料)への登録が必要
問合 �高齢福祉介護課支援給付担当

文化・歴史
日本文学朗読会
江戸川乱歩 作「一枚の切符」

日時 �10月9日㈫11時～
場所 �ハスキーズギャラリー
講師 �すみこさん(朗読サロン「風鈴草」)
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

市民囲碁大会
(棋力別ハンディ戦、4回対戦)

日時 �10月14日㈰9時～17時
場所 �福祉会館
対象 �市内在住者と茅ヶ崎の縁故者120人〈申込制(先着)〉
申込 �10月9日㈫までに申込書(囲碁クラブ21(新栄町1-6

湘南ISビル4階)で配布)と費用を持参
ほか �費用1000円。昼食は各自で用意
問合 �囲碁クラブ21☎(58)9155

まなびの市民講師自主企画講座
はじめての写経

日時 �10月21日㈰14時～16時
場所 �勤労市民会館
講師 �矢嶋望さん(まなびの市民講師)
対象 �20歳以上の方15人〈申込制(先着)〉
申込 �10月1日㈪～矢嶋☎090(9233)0273へ
ほか �費用100円�
問合 �文化生涯学習課生涯学習担当

市民参加・市民活動
会館・コミュニティセンターまつり
①浜須賀②湘南③小和田④鶴嶺東

日時 �①10月20日㈯9時30分～16時、10月21日㈰9時30分
～12時(作品展示のみ)②10月28日㈰10時～15時③
11月4日㈰9時20分～④11月10日㈯9時～16時

内容 �①発表や演奏、模擬店など②子ども対象のハロウィ
ンなど③④模擬店、演芸、子どもコーナーなど

問合 �①浜須賀会館☎(87)1101②コミュニティセンター
湘南☎(57)5655③小和田地区コミュニティセン
ター☎(52)9016④鶴嶺東コミュニティセンター☎
(84)6711

2市1町(茅ヶ崎市・藤沢市・寒川町)
広域連携事業　男女共同参画特別講演会

日時 �10月28日㈰13時30分～15時
場所 �シンコースポーツ寒川アリーナ(寒川町宮山)
内容 �セクハラ、CM炎上など、同質性のリスクから考え

る～なぜ今男女共同参画が求められるのか？
講師 �白

し ら

河
か わ

桃
と う

子
こ

さん(少子化ジャーナリスト)
対象 �2市1町に在住・在勤・在学の方100人〈申込制(先着)〉
申込 �10月1日㈪～☎で(市HPまたは住所・氏名・電話番

号、託児の有無を記入し、 (57)1666も可)
ほか �託児1歳～未就学児5人〈申込制(先着)。10月17日

㈬まで〉。手話通訳・要約筆記あり
問合 �男女共同参画課男女共同推進担当☎(57)1414

下水道排水設備工事責任技術者
①更新講習会②試験

日時 �①2019年1月11日㈮・15日㈫・16日㈬・22日㈫・23
日㈬(いずれか1日)13時30分～15時25分②2月7日㈭
13時30分～15時30分

場所 �①川崎市スポーツ・文化総合センター(川崎市川
崎区)。1月22日㈫・23日㈬のみ川崎市立労働会館(川
崎市川崎区)②川崎市教育文化会館(川崎市川崎区)

申込 �11月30日㈮(消印有効)までに①申込書(10月中旬に
東京都下水道サービス㈱から対象者へ郵送)②申
込書(10月9日㈫～11月16日㈮に市役所下水道河川
総務課で配布)をいずれも同封の返信用封筒で指
定場所へ郵送

ほか �費用各5200円
問合 �下水道河川総務課排水指導担当

産業・雇用
街頭労働相談会
働く上での問題解決のための相談

日時 �10月11日㈭12時～18時
場所 �JR茅ケ崎駅北口ペデストリアンデッキ
講師 �かながわ労働センター職員、社会保険労務士
問合 �雇用労働課雇用労働担当

働き方セミナー～実務対応セミナー
何からやろう!?実践できる「働き方改革」

日時 �10月18日㈭18時～20時
場所 �茅ヶ崎商工会議所
講師 �三崎亜紀子さん(特定社会保険労務士)、久野雅志

さん(神奈川働き方改革推進支援センター)
定員 �40人〈申込制(先着)〉
申込 �10月12日㈮までに☎で
問合 �雇用労働課雇用労働担当

第5回創業・新事業進出フォーラム
トップランナーによる講演と展示会

日時 �10月19日㈮13時30分～17時
場所 �藤沢商工会館ミナパーク(藤沢市藤沢)
内容 �著名起業家の講演とベンチャー企業・大学による

（6面へ続く）
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