
15分②16時30分～17時15分(いずれも全8回)
場所 �総合体育館
対象 �市内在住・在学の①4歳～未就学児15人②小学1～

3年生20人〈いずれも申込制(抽選)〉
申込 �4月11日㈭16時～16時15分に総合体育館窓口で整

理券を配布(1人1枚、代理人可)
ほか �費用4000円(申込時に持参)
問合 �総合体育館☎(82)7175

�ママさんバレーボール大会
日時 �5月11日㈯9時～
場所 �総合体育館
対象 �市内在住・在勤の方または茅ヶ崎ママさんバレー

ボール連盟登録チーム〈申込制〉
申込 �4月22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 �4月24日㈬10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

�
初心者社交ダンス教室
(ブルース・ジルバ・ワルツ・ルンバ)

日時 �5月11日～6月22日の毎週土曜日9時30分～11時
　　30分(全7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30人〈申込

制(先着)。中学生不可〉
申込 �5月7日㈫までに☎で
ほか �費用3000円(全7回分)。詳細は市HP参照
問合 �茅ヶ崎ダンススポーツ連盟☎090(3138)2820小林

�市陸上競技選手権大会
日時 �5月12日㈰9時～(予備日5月26日㈰)
場所 �柳島スポーツ公園総合競技場(雨天決行)
対象 �市内在住・在勤・在学の方、茅ヶ崎陸上競技協会

登録者、寒川町の中学校・高校在学の方〈申込制〉
申込 �4月8日㈪～12日㈮(必着)に申込書(茅ヶ崎陸上競技

協会HPまたは市HPで取得可)を〒253-0084円蔵2-6-
29小室誠一へ郵送

ほか �費用500円。茅ヶ崎陸上競技協会登録者・高校生
300円。リレーは1チーム700円(中学生は要問い合
わせ)

問合 �茅ヶ崎陸上競技協会☎090(1863)7284小室

�市民春季レディーステニス教室(4日間)
日時 �5月14日㈫～17日㈮9時～11時(予備日5月20日㈪・

21日㈫)
場所 �茅ヶ崎公園庭球場
対象 �市内在住・在勤・在学または茅ヶ崎市テニス協会

加盟団体所属の方で20歳以上の初・中級者の女性
48人〈申込制(抽選)〉

申込 �4月24日㈬(消印有効)までに往復はがきに住所・
氏名(ふりがな)・年齢・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「レディーステニス教室」係へ郵送

ほか �費用4000円
問合 �茅ヶ崎市テニス協会☎(83)8888川又

�家庭婦人ソフトボール大会
日時 �5月19日㈰(予備日5月26日㈰)
場所 �茅ヶ崎公園野球場�

対象 �市内在住・在勤・在学で18歳以上の女性または茅ヶ
崎市家庭婦人ソフトボール連盟登録者で編成した
チーム

申込 �4月22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 �4月24日㈬18時～総合体育館会議室で代表者会議あり
問合 �スポーツ推進課推進担当☎(82)7136

�
市民ビギナーズレディース・テニスマッチ
練習会

日時 �5月22日㈬9時～13時(予備日5月23日㈭)
場所 �茅ヶ崎公園庭球場
対象 �市内在住・在勤・在学または茅ヶ崎市テニス協会

加盟団体所属の20歳以上の初心者の女性ペア12組
〈申込制(抽選)〉

申込 �5月8日㈬(消印有効)までに往復はがきに2人の住
所・氏名(ふりがな)・年齢・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「レディース・テニスマッチ練習会」
係へ郵送

ほか �費用1組3000円
問合 �茅ヶ崎市テニス協会☎(83)8888伊藤

�
湘南シニアテニス大会
(ダブルス・団体対抗戦・5試合制)

日時 �5月24日㈮①9時～17時②③8時～16時30分(予備日
5月31日㈮)

場所 �①茅ヶ崎公園庭球場②柳島スポーツ公園庭球場
　　③柳島しおさい公園庭球場
対象 �50歳以上の男性4人以上、40歳以上の女性2人以上

で構成された24チーム〈申込制(抽選)〉
申込 �4月14日㈰までにチーム名、代表者名、予備日参

加の可否を記入し、 hiromimm@future.ocn.
ne.jpへ送信後、返送された申込フォームで

ほか �費用1人1000円(市外在住の方は1200円)。申込締
切日の翌週に抽選(落選チームは次回大会への優
先出場権)とドローの発表。詳細は市HP参照

問合 �湘南シニアライフ協会☎090(8814)8405増田

�
春の市民ハイキング
高
た か

水
み ず

三
さ ん

山
ざ ん

(東京都青梅市)
日時 �5月25日㈯7時～
対象 �小学生以上の方40人〈申込制(先着)。最低催行人

数20人〉
申込 �3月16日㈯～5月11日㈯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2000円(小学生500円)。JR茅ケ崎駅改札前集合
問合 �茅ヶ崎山岳協会☎(75)2635池田

文化・歴史
�
まなびの市民講師自主企画講座
大正琴体験講座

日時 �4月10日・24日いずれも水曜日10時30分～12時30分
場所 �茅ヶ崎地区コミュニティセンター
内容 �弾き方の基礎、音階、キラキラ星や荒城の月の合奏

などを楽しむ
講師 �樋口昭子さん(まなびの市民講師)
対象 �20歳以上の方10人〈申込制(先着)〉
申込 �3月15日㈮～樋口☎080(5071)7543へ
ほか �参加費100円(楽譜代)。琴の貸し出しあり(有料)
問合 �文化生涯学習課生涯学習担当

採用・人事
�市立病院の看護職員・任期付職員

職種 �①助産師②看護師A③看護師B④助産師(任期付)
　　⑤看護師(任期付)�
人数 �①～③計20人程度④⑤計20人程度
対象 �①助産師免許を持つ方または2020年3月末までに

取得見込みの方②⑤看護師免許を持つ方③看護師
免許を2020年3月末までに取得見込みの方④助産
師免許を持つ方

申込 �4月5日㈮(必着)までに簡易書留で申込書(市立病
院病院総務課、市役所職員課で配布中。市立病院
HPで取得も可)を〒253-0042本村5-15-1市立病院病
院総務課へ郵送(持参も可)

ほか �試験日4月20日㈯
問合 �市立病院病院総務課経営総務担当☎(52)1111

�教育委員会の非常勤嘱託職員
職種 �①学校給食調理員②教育施設業務員
対象 �①18歳～54歳の方(定年は60歳)②18歳以上の方(い

ずれも高校生不可)
待遇 �①日額5610円。給食が実施される日で、週3日(年

間約120日)または週5日(年間約185日)、原則8時30
分～15時に市立小学校で勤務②日額7500円。原則
月～金曜日の8時30分～17時(年間113日以内)に市
立小・中学校で勤務

採用 �申し込み後、空き状況に応じて登録申込者に連絡・
選考して雇用

申込 �随時。申込書(市役所教育総務課・職員課・市政
情報コーナーで配布中。市HPで取得も可)を本人
が教育総務課へ持参

問合 �教育総務課総務担当

寄付(敬称略)
〈市へ〉▷永峯千尋＝絵画等▷茅ヶ崎ダンススポーツ連
盟＝3万円▷株式会社伊藤園＝4万3859円▷株式会社
ジャパンビバレッジホールディングス＝6万9253円▷
東洋アルミニウム株式会社＝ボランティア清掃用ごみ
袋▷青木美智恵＝ドッグフード等▷茅ヶ崎地区相模川
をきれいにする協議会＝パネル展示用掲示ボード▷河
合蘭＝書籍▷平野昭夫＝写真
〈市民活動げんき基金へ〉(2018年12月1日～2019年1月31
日)▷第35回市民ふれあいまつり実行委員会=15万2450
円▷有限会社ハスキー企画＝計9回総額3万500円▷歌
声サロン「チーパッパ」＝3080円▷西宮聖一郎=3000円
▷匿名＝計5人総額15万円
〈緑のまちづくり基金へ〉(2018年8月～2019年2月)▷環境
フェア来場者募金箱寄付金＝1050円▷環境フェア古本回
収プロジェクト＝7180円▷石田和伸＝1万円▷ＦＶジャパ
ン株式会社＝6025円▷公共施設募金箱寄付金＝9121円▷
田中新＝1万円▷新妻正幸＝1万円▷寺田穂波＝1万円▷
公益社団法人神奈川県宅地建物取引業協会湘南支部＝2
万4450円▷湘南新聞販売株式会社＝10万円▷他
〈社会福祉協議会へ〉▷(株)梅田モータース＝21万3954
円、つるた＝6000円、茅ヶ崎聖契キリスト教会＝1万円、
匿名＝3万円、7170円、4544円
〈姉妹都市交流基金へ〉一般社団法人茅ヶ崎市観光協会
＝1万円

＼中高生がボランテ
ィアするなら／

ジュニアリーダーズ
クラブ

　子ども会は、子どもが主体のコミュニティ活動の場です。市内には約50の
子ども会があり、楽しいイベントを実施しています。年齢の違う子どもたち
が一緒に活動することで、互いに協力し思いやることの大切さを学べます。

【青少年課育成担当】
☆地域とのつながりができる
　地域の中で大人に見守られながら、学校の外
で子どもたちが自主的に考えて行動すること
は、子どもの成長にとってとても大切です。保護
者も地域の子どもの顔が分かり、お互いに見守
り助け合える大人同士のつながりが生まれます。

☆教育委員会が活動を支援
　教育委員会ではドッヂビー大会や宿泊キャ
ンプ研修を毎年開催し、住む地域が違う子ども
同士の交流を進め、リーダーの養成にも取り
組んでいます。また、子ども会の保護者や役員
の団体「茅ヶ崎市子ども会連絡協議会」も子ど
も会活動をサポートしています。

※ 子ども会活動がない地域もあります。活動内容や入会方法などはお問い合わせください

子ども会に入ろう小学校に

入学した
ら

キャンプ研修でのいかだチャレンジ

夏のサザンビーチでサンドアート体験

　ジュニアリーダーズクラブ(JLC)は、中学生・高校生のボランティアグルー
プです。子ども会への派遣や市主催のキャンプなどに参加して、活動を盛り上
げています。幅広い世代の人と交流することで社会性を育み、積極性を養い
ます。
　学校ではできない体験を通して、自分を成長させてみませんか。「子どもが
好き」、「将来に役立てたい」という方の参加も大歓迎です。

【青少年課育成担当】

会員
募集

茅ヶ崎JLC

初対面でもすぐに仲良し

キャンドルファイアで心もポカポカ

たくさんの子どもたちと交流が
できて楽しい！対象（募集は随時）
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新中学1年生～高校生
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