
（4面へ続く）

市内在住・在勤・在学で原則生後3か月～小学6年
生の保護者〈両方会員(支援と依頼の両方を希望す
る方)〉支援・依頼会員両方の条件を満たす方

申込 �随時
ほか �支援会員研修会を2月4日㈪～6日㈬9時10分～12時

10分(予定)に男女共同参画推進センターいこりあ
で開催〈申込制(先着)。託児あり10人〉

問合 �ファミリー・サポート・センター☎(87)8070

�
認可保育所等への4月入所申込
2次受付は2月8日㈮まで

　認可保育所等への4月入所を希望される方は、2月8
日までに申込書(市役所保育課、各市民窓口センター
などで配布中。市HPで取得も可)を保育課へ持参して
ください。詳細は保育所等のしおり(申込書配布場所
で配布中)または市HPをご参照ください。また、4月入
所の2次受付以降に以下の施設が新たに申し込み可能
となります。他の認可保育所等を待機している場合は、
☎で希望園の変更手続きをしてください。
4月開園(仮称)茅ヶ崎ゆめいろ保育園南口分園(幸町
5-8)
対象 �2019年4月1日時点3歳～5歳児クラス36人〈申込制

(選考)〉
ほか �土曜日は茅ヶ崎ゆめいろ保育園で保育
問合 �保育課認定担当

�
7月開園(仮称)まなびの森保育園茅ヶ崎
申込先行受付は2月8日㈮まで

　7月に開園する「(仮称)まなびの森保育園茅ヶ崎(元町
9-19)」へ入所を希望される方は、2月8日までに専用の
入所申込書(1月11日㈮～市役所保育課で配布。市HPで
取得も可)を保育課へ持参してください。
対象 �市内認可保育所等に入所していない、または入所

が決定していない方で、2019年7月1日時点6か月
以上～5歳児クラス88人〈申込制(選考)〉

問合 �保育課認定担当

�
夫婦でマタニティクッキング
初めてママ・パパになる方へ

日時 �2月9日㈯10時～13時30分
場所 �男女共同参画推進センターいこりあ
内容 �妊娠期の食事と調理実習、簡単な離乳食の紹介
対象 �初妊婦の夫婦12組〈申込制(先着)〉
申込 �2月7日㈭までに☎で
ほか �費用1組700円
問合 �保健所健康増進課こども健康・予防接種担当
　　☎(38)3331

�
こどもの理解から始めよう
幼児期・学齢期の支援のコツ

日時 �2月9日㈯14時～16時
場所 �市役所本庁舎会議室4・5
講師 �植

うえ

田
だ

みおりさん(臨床発達心理士)
定員 �80人〈申込制(先着)〉
申込 �1月10日㈭～2月6日㈬に☎または市HPで(講座名・

住所・氏名・電話番号を記入し、 (84)0506も可)
ほか �手話通訳・要約筆記あり。託児1歳6か月～小学生

10人〈申込制(先着)。市内在住の方優先〉
問合 �教育政策課教育政策担当、こどもセンター
　　☎(84)0505

�
インリーダー研修
みんなで遊ぼう！子ども会リーダー教室

日時 �2月17日㈰10時～12時

場所 �市役所本庁舎会議室1
講師 �三上吉洋さん(県レクリエーション協会公認講師)
対象 �子ども会に所属している小学3～6年生30人〈申込

制(先着)〉
申込 �1月15日㈫～2月15日㈮に☎または市HPで
問合 �青少年課育成担当

�子育ち・子育て出前講座
日時 �2月20日㈬14時30分～16時30分
場所 �香川公民館
内容 �講演「子どもの気持ちに寄り添うためにできるこ

とは…」
講師 �ヴィヒャルト千

ち

佳
か

こ(鶴が峰心理グループ代表責
任者)

対象 �市内在住・在勤の方100人〈申込制(先着)〉�
申込 �1月18日㈮～2月15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8人〈申込制(先着)。2月8日㈮まで〉
問合 �教育センター研究研修担当☎(86)9965�

�乳幼児期の子育ち・子育て出前講座
日時 �2月23日㈯10時～12時
場所 �室田保育園
内容 �講演「ひとりじゃないよ～肩のちからをぬいて子

育て」
講師 �橋

はし

本
もと

洋
よう

子
こ

さん(山王教育研究所臨床心理士)
対象 �市内在住・在勤の方30人〈申込制(先着)〉�
申込 �1月21日㈪～2月20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1歳以上8人〈申込制(先着)。2月14日㈭まで〉
問合 �教育センター研究研修担当☎(86)9965�

�
走れ！赤ちゃん！
幼児の15～20ｍ競走(ハイハイも可)

日時 �3月10日㈰9時30分～11時20分
場所 �総合体育館
対象 �1歳～1歳6か月未満、1歳6か月～2歳未満、2歳～2

歳6か月未満、2歳6か月～3歳未満の子ども各60人
〈申込制(先着)。子ども1人につき要同伴者2人〉

申込 �2月1日㈮～22日㈮に☎で(市HPまたは住所・氏名
(ふりがな)・電話番号・年齢(2019年3月31日現
在)・生年月日・性別、同伴者氏名(2人)を記入し、

　　 (82)7120も可)
問合 �スポーツ推進課推進担当☎(82)7136(土・日曜日、

祝日を除く)

スポーツ
�
茅ヶ崎万歩クラブ
小川アメニティを歩く(約11km)

日時 �2月17日㈰9時～
ほか �費用500円(入館料などは別途)。JR根岸線港南台駅集
　　合・京浜急行線金沢文庫駅解散。詳細は市HP参照
問合 �茅ヶ崎万歩クラブ☎090(2497)8972石田

�
体力づくり教室
ストレッチ体操、ウオーキング、ジョギングなど

日時 �2月21日・28日、3月7日・14日のいずれも木曜日9
時30分～11時30分(全4回)

場所 �総合体育館
対象 �市内在住・在勤で40歳以上の方40人〈申込制(先着)〉
申込 �1月17日㈭8時30分～総合体育館窓口で

ほか �費用1000円(全4回分。申込時に支払い)
問合 �総合体育館☎(82)7175

�湘南家庭婦人ミックスソフトテニス大会
日時 �3月7日㈭9時～(予備日3月14日㈭9時～)
場所 �茅ヶ崎公園庭球場
対象 �市内在住・在勤または湘南地区クラブ所属の35歳

以上の女性と60歳以上の男性のペア32組〈申込制
(先着)。1人での申し込みも可〉

申込 �2月20日㈬(必着)までにはがきに住所・氏名・年
齢･電話番号を記入し、〒253-0017松林1-7-1川邊
伸一へ郵送( (51)6357も可)

ほか �費用1人1500円(当日支払い)
問合 �茅ヶ崎ソフトテニス協会☎(51)6357川邊

�ノルディックウオーキング教室
日時 �3月6日・13日・20日いずれも水曜日13時30分～15

時(雨天時中止)
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 �1月23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

�茅ヶ崎太極拳大会
日時 �3月22日㈮9時～16時
場所 �総合体育館
対象 �市内在住・在勤・在学で、個人または4人以上の

団体〈申込制〉
申込 �1月31日㈭までに☎で
ほか �費用は個人・団体いずれも1人1500円(茅ヶ崎太極

拳協会加盟団体以外は要問い合わせ)
問合 �茅ヶ崎太極拳協会☎(86)9648深井

文化・歴史
�
湘南の魅力発見プロジェクト2018「絵っ！？
市役所の壁に！？！？！？」巡回展を実施

　市では、2市1町の魅力的な風景などを題材にした浮
世絵風のペイント作品と、マスキングテープを使用し
た壁面作品のパネル展示、ワークショップの様子を収
めた映像の上映を1月26日㈯～31日㈭に市役所本庁舎
市民ふれあいプラザで行います。詳細は市HPまたはチ
ラシ(市役所文化生涯学習課、市内公共施設などで配
布中)をご参照ください。なお、茅ヶ崎市で展示後、
藤沢市・寒川町でも展示・上映会を行います。
問合 �文化生涯学習課文化推進担当

�
早春の市外遺跡探訪
川崎市の国指定史跡橘

た ち ば な か ん が

樹官衙遺跡群を訪ねる
日時 �2月13日㈬9時～16時(予定)
場所 �国指定史跡橘樹官衙遺跡群(川崎市高津区)、川崎

市市民ミュージアム(川崎市中原区)
定員 �15人〈申込制(先着)〉
申込 �1月16日㈬～☎で
ほか �詳細は申し込み後に郵送
問合 �文化資料館☎(85)1733

�和の文化倶楽部�和菓子作り教室
日時 �2月17日㈰13時～16時

2/2（土）〜2/11（月）  10 日間

　人生100年時代の課題と解決策、働
き方改革、健康寿命を延ばす秘訣な
どについて学び、もっと健康で充実
した日々の過ごし方を考えます。

日　程 内　容 講　師

₂月₉日 健康寿命を延ばす
新井康通さん
（�慶応義塾大学病院百寿総合研究センター
専任講師）

₂月₁₆日 働き方を変える 小倉一哉さん
（早稲田大学商学学術院教授）

₂月₂₃日 人生₁₀₀年を準備する 秋山弘子さん
（東京大学高齢社会総合研究機構特任教授）

＊いずれも土曜日₁₄時～₁₆時（全₃回）

場所　市役所本庁舎会議室1
定員　70人〈申込制（先着）〉
申込　1月17日(木)～☎で

暮らしやすい
日本を目指して

2018年度
現代的課題講座

日時　2月2日㈯11時～12時　　
場所　市役所分庁舎6階コミュニティホール
申込　1月31日㈭までに☎で
ほか　 9時～10時に茅ヶ崎公園内の平和の礎で自由参拝

を実施(荒天中止)。市役所から送迎バス(定員18人)
あり〈申込制(先着)。1月23日㈬までに☎で〉

　戦没者の御霊に対し、哀悼の意を捧げるとともに、恒久平和を祈念して戦没者追
悼式を行います。式典への参列希望の方は市役所福祉政策課へお申し込みください
（式典は参列のみ）。 【福祉政策課福祉政策担当】

第67回 茅ヶ崎市戦没者追悼式

昨年の式典の様子

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

昨年₆月の一般教養講座

1月17日(木)～　☎で
場所　市役所本庁舎会議室1

【文化生涯学習課生涯学習担当】
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