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定例自然観察会�秋の公園まつり
クイズラリー・昆虫標本展示

日時 �10月28日㈰10時～14時　
場所 �県立茅ケ崎里山公園
ほか �長袖・長ズボン・歩きやすい靴着用。県立茅ケ崎

里山公園パークセンター集合
問合 �柳谷の自然に学ぶ会☎(88)5586、県立茅ケ崎里山

公園☎(50)6058
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定例観察会(11月)
日時 �11月4日㈰9時30分～
ほか �長袖・長ズボン・長靴着用。市民の森駐車場集合
問合 �清水谷を愛する会☎(82)6643佐々木

�秋の環境バスツアー「工場見学で環境について学んでみませんか」
日時 �11月6日㈫9時10分～17時40分
場所 �酒匂川流域下水道左岸処理場(小田原市西酒匂)、

アサヒビール神奈川工場(南足柄市怒田)
対象 �市内在住・在勤・在学で18歳以上の方10人〈申込

制(抽選)〉
申込 �10月16日㈫～23日㈫に☎で
ほか �藤沢市役所集合・解散
問合 �環境政策課温暖化対策担当

�第1回�里山はっけん隊「親子ででかけよう！秋の里山」
日時 �11月18日㈰9時30分～15時30分(荒天延期11月23日

(金･祝))
場所 �県立茅ケ崎里山公園
内容 �2年間を通して四季の里山公園の自然観察やワー

クショップを行い、自然環境の大切さを学ぶ
対象 �市内在住・在学の小学生と保護者30人〈申込制(先着)〉
申込 �10月15日㈪～29日㈪に☎で
ほか �県立茅ケ崎里山公園集合。昼食持参
問合 �環境政策課環境政策担当

まちづくり
�建築なんでも相談(無料耐震相談)木造住宅の耐震・リフォーム、欠陥住宅等

日時 �10月21日㈰10時～15時
場所 �総合体育館前庭建築指導課テント
申込 �10月19日㈮までに☎で
ほか �建築確認の副本または間取り図などを持参
問合 �建築指導課建築安全担当

�
湘南グリーンコネクション2018
生物多様性、緑化の勧め

日時 �11月4日㈰13時30分～16時30分
場所 �市役所分庁舎コミュニティホール
講師 �倉本宣

のぼる

さん(明治大学農学部教授)
定員 �100人〈申込制(先着)〉

申込 �はがきにイベント名・参加者氏名・住所・電話番
　　�号・(会員の方は)会員番号を記入し、〒220-0073

横浜市西区岡野2-12-20公益財団法人かながわトラ
ストみどり財団みどり企画課へ(公益財団法人か
ながわトラストみどり財団HPまたは midori@
ktm.or.jpも可)

ほか �パネル展示あり
問合 �景観みどり課みどり担当

スポーツ
�
ちがさきレクリエーションまつり～体操・
インディアカ・ペタンク・社交ダンス

日時 �11月3日(土･祝)10時～15時
場所 �総合体育館
ほか �室内履き持参。詳細は市HP参照
問合 �茅ヶ崎市レクリエーション協会☎(85)4061武井

�ノルディックウオーキング教室
日時 �11月7日・14日・21日いずれも水曜日①13時30分～

15時②15時15分～16時45分(雨天中止)
場所 �柳島しおさい公園
対象 �市内在住・在勤・在学で15歳以上の方15人〈申込

制(先着)。中学生不可〉
申込 �10月17日㈬～総合体育館窓口で
ほか �費用2000円。ポールレンタル代別途1日300円
問合 �総合体育館☎(82)7175

�
茅ヶ崎医師会�健康スポーツ医部会講演会
「プロ野球で感じたメンタルの大切さ」

日時 �11月10日㈯15時～16時
場所 �勤労市民会館
講師 �今

いま

浪
なみ

隆
たか

博
ひろ

さん(元プロ野球選手)
定員 �100人〈当日先着〉
問合 �茅ヶ崎医師会☎(87)2731

�
市民インディアカフェスティバル
①地区体育振興会の部②初心者交流の部

日時 �11月11日㈰9時～
場所 �総合体育館
内容 �種目①女子・男女混合②男女混合
対象 �各地区内在住・在勤・在学(中学生以上)または茅ヶ

崎インディアカ協会登録者で編成した4人以上の
チーム〈いずれも申込制。②は個人参加も可〉

申込 �10月26日㈮17時までに申込書(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

ほか �①のみ費用1チーム1000円。10月31日㈬19時～総
合体育館で代表者会議あり

問合 �スポーツ推進課推進担当☎(82)7136

�
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 �①11月11日㈰18時～18時45分・18時45分～19時30
分、11月26日㈪9時～9時45分・9時45分～10時30分
②11月17日㈯18時～19時、11月21日㈬9時30分～

10時30分
対象 �15歳以上の方各30人〈申込制(先着)。中学生不可〉
申込 �①10月25日㈭8時30分～②10月30日㈫9時～いずれ

も各施設窓口または☎で
問合 �①総合体育館☎(82)7175②屋内温水プール☎

(84)1144

�
茅ヶ崎万歩クラブ～「新しい県立つぶら
の公園(山北町)へ」(約9km)

日時 �11月18日㈰9時～
ほか �費用500円(入園料などは別途)。JR御殿場線山北

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

�
無料ジュニアテニス教室(全7回)
①小学生の部②幼児の部

日時 �①12月3日～2019年1月21日の毎週月曜日いずれも
16時～17時10分(12月31日は除く)②12月4日～2019
年1月22日の毎週火曜日いずれも15時40分～16時40
分(1月1日は除く)

場所 �湘南インドアテニスクラブ
対象 �①7歳～12歳②3歳～6歳各24人〈申込制(抽選)。小

学生を除く〉
申込 �11月14日㈬(消印有効)までに往復はがきに住所・

氏名(ふりがな)・電話番号・年齢(学年)・性別、
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

�
市内テニスコート個人登録者
有効期限の更新が必要

　2015年12月からテニス登録が3年更新制となり、本
年12月に最初の有効期限を迎えます。丸3年を迎える2
か月前の月より更新の受け付けを開始しています。運
転免許証など本人確認できるものを持参の上、体育施
設窓口（相模川河畔スポーツ公園を除く）でお手続きく
ださい。代理人による手続きはできません。
問合 �総合体育館☎(82)7175、柳島スポーツ公園☎

(73)8632

市民参加・市民活動
�
地域の居場所づくり交流会Ⅲ
居場所開設のヒントと運営ノウハウを学ぶ

日時 �11月10日㈯14時～17時15分
場所 �ちがさき市民活動サポートセンター
講師 �牧野篤さん(東京大学教授)　
定員 �35人〈申込制(先着)〉
申込 �10月16日㈫～☎で(住所・氏名・電話番号を記入し、

ちがさき市民活動サポートセンター (88)7546ま
たは s-center@pluto.plala.or.jpも可)

ほか �費用500円(飲み物・資料代)。手話・要約筆記あり、
託児あり(6か月～3歳)〈いずれも申込制〉

問合 �ちがさき市民活動サポートセンター☎(88)7546

◆ 　　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

2018年10月28日（日）
10：00～15：00

南
湖

通
りと周辺地域

今こそ地域のつながり　安全・元気なまち

主催：南湖みんなでやんべぇよ会　協力：南湖会館運営委員会・南湖地区自治会連合会・西浜地区体育振興会　

後援：茅ヶ崎市　連絡先：今井商店 0467 －82 －276 7　ポスター絵：川城夏未
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地域でつくりあげるまちづくり
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やんべぇよ
食堂1

上町婦人会
バザー

やんべぇよ
舞台

フラダンス
体験教室

やんべぇよ
食堂 2

まちなか
美術館

（南湖会館）

メリー
ゴーランド

やんべぇよ
食堂 3

南湖中央

雨天の場合、11 月 4 日（日）に順延

まちなか美術館
（南湖会館）

「南湖ゆかりの作家たち」
10 月 日（土）13：00～17：00
10月28日（日）10：00～15：00

みんなでやってみよう！
・フラダンス・赤とんぼ音頭・大風船はこび

フリーマーケット
南湖通りで3 0軒出店
上町婦人会バザー
（上町自治会館）

大人神輿、
万灯神輿の練り歩き

専門店が腕をふるいます

やんべぇよ食堂
１・２・３

南湖のお店やあちこちで

特別企画満載！

やんべぇよ舞台
西浜高校吹奏楽部の演奏

 子どもたちとまちのみなさんの発表

南湖麦打ち唄

南湖通りを

なんゴロゴロ号が

走ります

アートメリーゴーランド
子ども広場に集まろう！

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

広告掲載のお申し込み・お問い合わせは秘書広報課へ
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